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（百万円未満切捨て）

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年３月期第３四半期 22,125 11.8 1,585 36.0 1,586 31.5 1,172 40.2

2022年３月期第３四半期 19,793 28.7 1,165 189.0 1,206 286.2 836 －

（注）包括利益 2023年３月期第３四半期2,747百万円（164.7％） 2022年３月期第３四半期1,038百万円（－％）

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益

円 銭 円 銭

2023年３月期第３四半期 277.45 －

2022年３月期第３四半期 197.01 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年３月期第３四半期 41,342 25,214 60.8

2022年３月期 37,858 23,161 61.1

（参考）自己資本 2023年３月期第３四半期 25,147百万円 2022年３月期 23,113百万円

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2022年３月期 － 60.00 － 105.00 165.00

2023年３月期 － 80.00 －

2023年３月期（予想） 100.00 180.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 30,000 12.8 2,020 46.0 2,050 45.6 1,520 6.5 360.08

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

１．2023年３月期第３四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年12月31日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 有

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 無

④  修正再表示                                  ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年３月期３Ｑ 4,392,117株 2022年３月期 4,366,117株

②  期末自己株式数 2023年３月期３Ｑ 156,100株 2022年３月期 155,929株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期３Ｑ 4,225,699株 2022年３月期３Ｑ 4,245,025株

※  注記事項

（注）詳細は、【添付資料】９ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する

注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）をご参照ください。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）発行済株式数（普通株式）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき

作成したものであり、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因

によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

なお、業績予想に関する事項は、【添付資料】４ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予

想などの将来予測情報に関する説明」をご参照ください。

（四半期決算補足説明資料の入手方法）

四半期決算補足説明資料は、当社ウェブサイトに掲載する予定です。
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当第３四半期連結累計期間

自　2022年４月１日

至　2022年12月31日

前第３四半期連結累計期間

自　2021年４月１日

至　2021年12月31日

増　減

区　　　分 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 増減率

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

国　　　内 10,864 49.1 11,083 56.0 △219 △2.0

海　　　外 11,261 50.9 8,709 44.0 2,551 29.3

北　米 5,028 22.7 3,220 16.3 1,808 56.2

アジア 5,703 25.8 4,871 24.6 832 17.1

その他 528 2.4 617 3.1 △88 △14.4

合　　　計 22,125 100.0 19,793 100.0 2,332 11.8

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

連結地域区分別売上高表

当第３四半期連結累計期間（2022年４月１日～2022年12月31日）における当企業グループを取り囲む事業環境は、

米中対立激化とロシアのウクライナ侵攻により国際安全保障環境に緊張が続く中、エネルギー・部材価格を始めとし

た世界的なインフレの拡大、グローバルサプライチェーンの混乱による世界的な供給能力の低下、欧米中央銀行の利

上げ政策に伴う国際資本市場の潮流変化など、世界情勢が激動する中でも底堅い回復基調に推移致しました。

このような情勢の下で当企業グループでは、価格決定力と製品供給力の強化、ＥＳＧとＤＸによる持続可能な経営

体制づくり、海外事業と次世代事業による中長期成長戦略を進めて参りました。

その結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は、サプライチェーン問題に伴う生産・販売活動への下押し

圧力がありましたものの、海外販売の拡大により前年同期比11.8％増の221億２千万円とすることが出来ました。営

業利益は、海外事業において価格改定や合理化による収益構造改革が進み、前年同期比36.0％増の15億８千万円とな

りました。これに伴い経常利益は同31.5％増の15億８千万円、親会社株主に帰属する当期純利益は同40.2％増の11億

７千万円となりました。

連結地域区分別売上高につきましては、次のとおりであります。

国内向け売上高は、国土強靭化加速化対策を背景として堅調な販売が続きましたものの、生産用部材の不足によ

り、前年同期比2.0％減の108億６千万円に留まりました。

海外向け売上高は、北米及び東南アジア市場で需要回復が進み、前年同期比29.3％増の112億６千万円となりまし

た。

北米向け売上高は、好調な建設投資を背景として引き続き力強い需要回復が進み、前年同期比56.2％増の50億２千

万円となりました。

アジア向け売上高は、一部市場で成長鈍化の兆しが見られたものの、全体的には一進一退を繰り返しつつ底堅い需

要環境が続き、前年同期比17.1％増の57億円となりました。

その他市場向け売上高は、大洋州市場が堅調に推移しましたが、前年同期比14.4％減の５億２千万円となりまし

た。
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当第３四半期

連結累計期間

前第３四半期

連結累計期間

増　　　減

金　　額 増減率

百万円 百万円 百万円 ％

日　　本
総 売 上 高 17,824 16,772 1,051 6.3

営 業 利 益 516 914 △398 △43.6

米　　国
総 売 上 高 5,075 3,249 1,825 56.2

営 業 利 益 437 129 308 238.5

インドネシア
総 売 上 高 5,648 3,598 2,050 57.0

営 業 利 益 593 195 398 203.7

中　　国
総 売 上 高 945 662 282 42.6

営 業 利 益 35 △44 80 －

調 整 額
総 売 上 高 △7,367 △4,490 △2,876 －

営 業 利 益 2 △28 31 －

連　　結
総 売 上 高 22,125 19,793 2,332 11.8

営 業 利 益 1,585 1,165 419 36.0

セグメントの業績は、次のとおりであります

日本

日本では、堅調な需要環境に対して部材欠品が続きましたものの、国内販売、製品輸出、海外工場向け部品輸出と

もに好調に推移し、総売上高は前年同期比6.3％増の178億２千万円、営業利益は原価上昇に対して国内向け販売価格

転嫁が遅れ、同43.6％減の５億１千万円に留まりました。

海外

米国では、力強い需要回復に対して部材欠品に伴う供給能力不足がありましたものの、販売が好調に推移し、総売

上高は前年同期比56.2％増の50億７千万円、営業利益は販売価格改定と輸送コスト低減により収益構造の改善が進

み、同238.5％増の４億３千万円になりました。

インドネシアでは、国内販売が回復基調に転じるとともに第三国向け輸出が好調に推移し、総売上高は前年同期比

57.0％増の56億４千万円、営業利益も同203.7％増の５億９千万円となりました。

中国では、上海市のロックダウンにより事業活動の停滞を余儀なくされる中、中国国内販売が減少する一方で、グ

ループ企業向け製品・部品輸出を拡大しました結果、総売上高は前年同期比42.6％増の９億４千万円、営業利益は同

８千万円改善して３千万円に黒字転換することが出来ました。

（２）財政状態に関する説明

財政状態の分析は、次のとおりであります。

当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産が前連結会計年度末に比べ34億８千万円増加し、413億４千

万円となりました。

流動資産につきましては、受取手形及び売掛金が10億３千万円増加、棚卸資産が25億９千万円増加し、現金及び

預金が11億５千万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ28億６千万円増加し、279億４千万円となり

ました。

固定資産につきましては、前連結会計年度末に比べ６億１千万円増加し、134億円となりました。

流動負債につきましては、支払手形及び買掛金が７億９千万円増加、電子記録債務が11億５千万円増加し、短期

借入金が７億３千万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ14億８千万円増加し、150億１千万円とな

りました。

固定負債につきましては、前連結会計年度末に比べ５千万円減少し、11億円となりました。

純資産につきましては、利益剰余金が４億円増加、為替換算調整勘定が14億３千万円増加、その他有価証券評価

差額金が１億２千万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ20億５千万円増加し、252億１千万円とな

りました。これらの結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.3ポイント減少し、60.8％となりました。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後国内では、総額15兆円の防災・減災・国土強靭化の為の５ヵ年加速化対策、米国では総額１兆２千億ドルのイ

ンフラ投資計画、ＡＳＥＡＮや新興諸国でもインフラ投資や鉱山開発の活発化など、世界の建設機械需要は激動する

世界情勢の中で一進一退を繰り返しつつも底堅く推移して行くものと期待されます。

一方で、世界的に急拡大するインフレと金融引き締め政策、世界の安全保障環境激変に伴う国際社会のブロック化

など、世界経済の行方は社会構造が大きく変化する中で予断を許しません。

このような情勢の下で当企業グループでは、販売価格改定の更なる浸透とコスト低減による収益構造改革、サプラ

イチェーン強靭化と国内生産能力拡大による製品供給力強化、人的資本投資を含めたＥＳＧとＤＸによる持続可能な

経営体制づくり、事業成長と資本政策を２本柱とした経営への転換を進めて参ります。

また引き続き、需要変化対応力の強化、アジア市場深耕と北米市場展開、海外事業領域拡大、新技術活用による次

世代事業開発、活力ある企業文化づくりを進めることにより、中長期的な事業成長と企業価値の向上を目指して参り

ます。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,993,405 6,835,917

受取手形及び売掛金 7,137,752 8,171,196

電子記録債権 1,400,265 1,594,085

商品及び製品 2,751,053 3,915,876

仕掛品 1,347,188 1,388,389

原材料及び貯蔵品 3,109,380 4,496,694

その他 1,336,688 1,539,983

貸倒引当金 △59 △74

流動資産合計 25,075,675 27,942,069

固定資産

有形固定資産 6,985,162 7,547,434

無形固定資産 480,763 349,874

投資その他の資産

投資有価証券 3,421,772 3,620,603

その他 1,895,471 1,882,392

貸倒引当金 △261 △260

投資その他の資産合計 5,316,982 5,502,735

固定資産合計 12,782,908 13,400,045

資産合計 37,858,583 41,342,114

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,078,924 2,877,249

電子記録債務 3,887,863 5,043,421

短期借入金 5,688,722 4,953,492

未払法人税等 269,304 195,981

引当金 117,004 310,991

その他 1,488,501 1,637,108

流動負債合計 13,530,319 15,018,246

固定負債

長期借入金 17,164 62,854

退職給付に係る負債 173,232 174,650

その他 976,495 871,973

固定負債合計 1,166,892 1,109,478

負債合計 14,697,211 16,127,724

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,258,349 3,295,841

資本剰余金 6,504,292 6,541,784

利益剰余金 11,728,758 12,131,323

自己株式 △403,884 △404,427

株主資本合計 21,087,515 21,564,520

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,564,136 1,691,581

為替換算調整勘定 465,857 1,898,778

退職給付に係る調整累計額 △3,964 △7,655

その他の包括利益累計額合計 2,026,029 3,582,704

非支配株主持分 47,826 67,164

純資産合計 23,161,371 25,214,390

負債純資産合計 37,858,583 41,342,114
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

売上高 19,793,260 22,125,725

売上原価 14,874,308 16,470,850

売上総利益 4,918,951 5,654,875

販売費及び一般管理費

運搬費 297,524 323,010

給料及び賞与 1,575,269 1,736,250

技術研究費 604,424 685,540

その他 1,275,962 1,324,400

販売費及び一般管理費合計 3,753,180 4,069,202

営業利益 1,165,771 1,585,672

営業外収益

受取利息 7,457 4,053

受取配当金 105,634 123,076

保険解約返戻金 24,205 －

為替差益 25,248 75,947

その他 21,227 22,860

営業外収益合計 183,773 225,937

営業外費用

支払利息 75,991 145,553

金融手数料 66,181 69,713

その他 554 9,859

営業外費用合計 142,728 225,125

経常利益 1,206,817 1,586,484

特別利益

固定資産売却益 1,114 1,901

投資有価証券売却益 30,533 －

特別利益合計 31,648 1,901

特別損失

固定資産処分損 43 177

ゴルフ会員権評価損 400 －

特別損失合計 443 177

税金等調整前四半期純利益 1,238,021 1,588,209

法人税等 400,086 411,733

四半期純利益 837,935 1,176,475

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,630 4,066

親会社株主に帰属する四半期純利益 836,304 1,172,409

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

四半期純利益 837,935 1,176,475

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △173,388 127,445

為替換算調整勘定 373,247 1,447,655

退職給付に係る調整額 311 △3,690

その他の包括利益合計 200,170 1,571,410

四半期包括利益 1,038,105 2,747,886

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,033,138 2,729,122

非支配株主に係る四半期包括利益 4,967 18,764

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（会計方針の変更）

（ASU第2016-02号「リース」の適用）

米国会計基準を適用している在外子会社において、ASU第2016-02号「リース」（2016年２月25日。以下「ASU第

2016-02号」という。）を第１四半期連結会計期間より適用しております。

ASU第2016-02号の適用により、借手のリースは、原則としてすべてのリースについて資産及び負債を認識してお

ります。当該会計基準の適用にあたっては、経過措置として認められている当該会計基準の適用による累積的影響

を適用開始日に認識する方法を採用しております。

なお、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微です。
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