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（百万円未満切捨て）

（１）連結経営成績（累計）

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７月期第２四半期 5,214 16.6 431 36.1 415 31.1 363 13.9

2022年７月期第２四半期 4,471 17.9 317 592.3 317 - 319 △56.1

（注）包括利益 2023年７月期第２四半期 559百万円（66.7％） 2022年７月期第２四半期 335百万円（△8.6％）

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７月期第２四半期 78.83 －

2022年７月期第２四半期 69.21 －

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2023年７月期第２四半期 11,745 6,135 52.2 1,329.17

2022年７月期 11,617 5,621 48.4 1,217.94

（参考）自己資本 2023年７月期第２四半期 6,135百万円 2022年７月期 5,621百万円

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７月期 - 0.00 - 10.00 10.00

 2023年７月期 - 0.00

2023年７月期（予想） - 10.00 10.00

（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 9,800 3.7 450 △10.3 470 △7.4 400 12.4 86.65

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

１．2023年７月期第２四半期の連結業績（2022年８月１日～2023年１月31日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

３．2023年７月期の連結業績予想（2022年８月１日～2023年７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： 無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 無

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７月期２Ｑ 5,000,000株 2022年７月期 5,000,000株

②  期末自己株式数 2023年７月期２Ｑ 384,248株 2022年７月期 384,248株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年７月期２Ｑ 4,615,752株 2022年７月期２Ｑ 4,615,786株

※  注記事項

新規  －社  （社名）－、除外  －社  （社名）－

（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

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前

提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、【添付資料】P.２「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」をご覧ください。
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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

当第２四半期連結累計期間における世界経済におきましては、引き続き行動制限、海外渡航制限の緩和措置など

によるウィズコロナの新たな段階への移行が進められる一方、世界的な資源価格の高騰やサプライチェーンの混乱

による影響が懸念される状況にあります。

わが国経済におきましても、景気は新型コロナウイルスの影響から緩やかに持ち直していくことが期待されます

が、消費者物価指数は上昇しており、また、輸出入が弱含みで景気の一部にも弱さが見られるなど、先行き不透明

な状況にあります。

当社グループが属する電子工業界は引き続き市場の拡大による成長の途上であり、デジタル化の進展を背景とし

た５Ｇ通信向け分野の部品需要は継続しており、国内外の設備投資回復を背景に産業機器向け分野の受注は堅調で

あるなど、当第２四半期連結累計期間においては総じて好調な市場環境にありました。

このような状況のもと、当社グループは、徹底したマーケティング活動と新ラインの増強による受注並びに売上

の拡大を図るとともに、微細めっき技術の追求等による品質向上や、製造工程の自動化、エネルギー価格の急激な

上昇の影響を 小限にとどめるべく生産拠点管理の効率化による生産性向上に積極的に取り組んでまいりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は5,214百万円（前年同期比16.6％増）、営業利益は431百万円

（前年同期比36.1％増）、経常利益は415百万円（前年同期比31.1％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は

363百万円（前年同期比13.9％増）となりました。

なお、セグメント毎の経営成績は次のとおりであります。

① 日本

　当第２四半期連結累計期間は、５Ｇ向けを中心とした通信分野や産業機器分野、自動車向け分野での部品需要に

対応すべく積極的な受注活動、生産体制の拡充に努めてまいりました。

　この結果、売上高は4,298百万円（前年同期比16.1％増）、営業利益は358百万円（前年同期比43.7％増）となり

ました。

② フィリピン

当第２四半期連結累計期間は、車載関連を中心とした受注の回復により増収となり、また、生産体制見直し等の

収益改善活動が奏功いたしました。

この結果、売上高は932百万円（前年同期比16.8％増）、営業利益35百万円（前年同期比8.7％増）となりまし

た。

（２）財政状態に関する説明

　当第２四半期連結会計期間末の総資産は、流動資産その他が449百万円、機械装置及び運搬具（純額）が84百万

円減少したものの、現金及び預金が301百万円、建設仮勘定が265百万円増加したことなどから、前連結会計年度末

と比べ127百万円増加し11,745百万円となりました（前連結会計年度末は11,617百万円）。

　負債は、短期借入金が180百万円増加したものの、流動負債その他が347百万円、長期借入金が131百万円減少し

たことなどから、前連結会計年度末と比べ385百万円減少し、5,610百万円となりました（前連結会計年度末は

5,995百万円）。

　また、純資産は、利益剰余金が317百万円、為替換算調整勘定が187百万円増加したことなどから、前連結会計年

度末と比べ513百万円増加し、6,135百万円となりました（前連結会計年度末は5,621百万円）。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　第２四半期連結累計期間の実績及び今後の業績動向を踏まえ、2022年9月14日に公表した2023年7月期通期連結業

績予想を修正いたしました。なお、当該予想数値に関する事項は、本日2023年3月14日に公表の「2023年7月期第２

四半期連結業績予想数値と実績値との差異、通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年７月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2023年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,864,048 3,165,787

受取手形及び売掛金 2,823,639 2,785,290

製品 180,022 149,600

原材料及び貯蔵品 1,557,297 1,611,769

その他 631,892 181,992

貸倒引当金 △250 △250

流動資産合計 8,056,651 7,894,192

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 270,323 346,936

機械装置及び運搬具（純額） 881,734 796,967

土地 1,226,410 1,226,410

リース資産（純額） 346,326 307,803

建設仮勘定 78,784 344,354

その他（純額） 140,888 171,848

有形固定資産合計 2,944,468 3,194,320

無形固定資産 148,767 156,253

投資その他の資産

投資有価証券 313,390 327,831

繰延税金資産 47,280 57,674

その他 107,069 115,275

投資その他の資産合計 467,739 500,782

固定資産合計 3,560,975 3,851,356

資産合計 11,617,626 11,745,548

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７月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2023年１月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 258,155 239,242

短期借入金 2,520,000 2,700,000

１年内返済予定の長期借入金 262,580 262,580

リース債務 96,423 97,680

未払法人税等 98,304 71,673

その他 800,615 452,741

流動負債合計 4,036,077 3,823,917

固定負債

長期借入金 1,318,610 1,187,320

リース債務 325,978 297,061

退職給付に係る負債 194,978 183,432

繰延税金負債 1,272 －

その他 119,015 118,690

固定負債合計 1,959,855 1,786,504

負債合計 5,995,933 5,610,422

純資産の部

株主資本

資本金 962,200 962,200

資本剰余金 870,620 870,620

利益剰余金 3,386,684 3,704,400

自己株式 △125,507 △125,507

株主資本合計 5,093,997 5,411,712

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 49,314 57,764

為替換算調整勘定 475,145 662,353

退職給付に係る調整累計額 3,235 3,294

その他の包括利益累計額合計 527,695 723,412

純資産合計 5,621,693 6,135,125

負債純資産合計 11,617,626 11,745,548
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間　　
(自　2021年８月１日
　至　2022年１月31日)

当第２四半期連結累計期間　　
(自　2022年８月１日

　至　2023年１月31日)

売上高 4,471,793 5,214,825

売上原価 3,513,077 4,066,880

売上総利益 958,715 1,147,945

販売費及び一般管理費 641,705 716,398

営業利益 317,010 431,546

営業外収益

受取利息 2,891 3,350

為替差益 3,431 －

補助金収入 20,000 13,187

その他 10,954 6,180

営業外収益合計 37,278 22,717

営業外費用

支払利息 24,273 23,035

支払手数料 900 883

為替差損 － 794

その他 12,074 14,033

営業外費用合計 37,247 38,746

経常利益 317,040 415,517

特別利益

投資有価証券売却益 53,047 －

特別利益合計 53,047 －

特別損失

固定資産除却損 － 1,346

特別損失合計 － 1,346

税金等調整前四半期純利益 370,087 414,171

法人税、住民税及び事業税 53,251 63,769

法人税等調整額 △2,635 △13,470

法人税等合計 50,615 50,298

四半期純利益 319,472 363,872

親会社株主に帰属する四半期純利益 319,472 363,872

（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２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年８月１日
　至　2022年１月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年８月１日

　至　2023年１月31日)

四半期純利益 319,472 363,872

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △59,846 8,449

為替換算調整勘定 76,128 187,208

退職給付に係る調整額 13 59

その他の包括利益合計 16,294 195,717

四半期包括利益 335,767 559,590

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 335,767 559,590

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）

- 6 -

㈱山王（3441）2023年７月期　第２四半期決算短信



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年８月１日
　至　2022年１月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年８月１日

　至　2023年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 370,087 414,171

減価償却費 208,677 241,992

固定資産除却損 － 1,346

投資有価証券売却損益（△は益） △53,047 －

受取利息及び受取配当金 △4,311 △5,165

支払利息 24,273 23,035

支払手数料 900 2,000

為替差損益（△は益） △1,253 1,188

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △7,310 △11,880

売上債権の増減額（△は増加） △32,835 57,936

棚卸資産の増減額（△は増加） △131,810 19,714

未収入金の増減額（△は増加） △48,813 257,848

仕入債務の増減額（△は減少） △85,740 △8,256

未払又は未収消費税等の増減額 △56,391 △4,561

未払金の増減額（△は減少） △52,307 △158,917

未払費用の増減額（△は減少） △72,649 △92,144

その他 △13,925 △43,605

小計 43,540 694,702

利息及び配当金の受取額 4,402 3,111

利息の支払額 △24,343 △23,015

法人税等の支払額 △1,930 △75,543

営業活動によるキャッシュ・フロー 21,668 599,254

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △1,104,152

有形固定資産の取得による支出 △174,974 △567,507

有形固定資産の売却による収入 348 3,858

無形固定資産の取得による支出 △21,544 △4,241

投資有価証券の取得による支出 △4,091 △4,329

投資有価証券の売却による収入 96,327 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △103,933 △1,676,371

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 120,000 180,000

長期借入れによる収入 81,000 －

長期借入金の返済による支出 △106,270 △131,290

リース債務の返済による支出 △23,985 △50,473

セール・アンド・リースバックによる収入 － 234,356

配当金の支払額 △36,541 △44,406

その他 △2,123 △2,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 32,079 186,186

現金及び現金同等物に係る換算差額 47,860 96,416

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,325 △794,514

現金及び現金同等物の期首残高 2,971,362 2,784,036

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,969,036 1,989,521

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）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。
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