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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１四半期 562,174 △8.1 6,115 △66.7 17,481 △31.9 26,926 24.3

2022年３月期第１四半期 611,569 18.9 18,368 86.3 25,652 127.3 21,666 164.3

（注）包括利益 2023年３月期第１四半期 53,962百万円(136.3％) 2022年３月期第１四半期 22,835百万円(33.2％)

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１四半期 43.40 －
2022年３月期第１四半期 35.47 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年３月期第１四半期 2,161,660 538,796 24.2

2022年３月期 1,956,288 469,269 23.2

（参考）自己資本 2023年３月期第１四半期 523,331百万円 2022年３月期 454,268百万円

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 － 0.00 － 40.00 40.00
2023年３月期 －
2023年３月期（予想） － － － －

（％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 2,700,000 8.2 65,000 △23.3 63,000 △45.2 50,000 △32.4 78.08

(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１四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年６月30日）

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの希薄化効果を有しないため、記載
しておりません。

（２）連結財政状態

２．配当の状況

(注)1 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無
2 現時点において、2023年３月期の１株当たり配当金は未定です。

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）



新規   1社 （社名）堺ディスプレイプロダクト(株)

除外  －社

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年３月期１Ｑ 650,406,538株 2022年３月期 611,952,858株

②  期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 1,131,589株 2022年３月期 1,131,071株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 620,434,952株 2022年３月期１Ｑ 610,799,684株

※  注記事項

（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）：有

（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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

（注）詳細は、添付資料Ｐ.7「１．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項
（会計方針の変更）」をご覧ください。

（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

１.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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な

要因により大きく異なることがあります。

２.当社は2022年８月５日(金)に四半期決算説明会を開催する予定です。この説明会で使用する四半期決算説明資料につ

いては、公表後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
（2022年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（2022年６月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 287,361 248,615

受取手形、売掛金及び契約資産 487,160 463,696

棚卸資産 310,283 379,152

その他 148,165 105,949

貸倒引当金 △2,342 △2,440

流動資産合計 1,230,628 1,194,971

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 689,458 778,445

機械装置及び運搬具 1,191,042 1,227,862

工具、器具及び備品 177,359 179,674

その他 150,215 184,409

減価償却累計額 △1,789,815 △1,810,184

有形固定資産合計 418,260 560,207

無形固定資産

のれん 8,439 54,796

その他 33,845 33,483

無形固定資産合計 42,285 88,279

投資その他の資産

投資有価証券 171,392 260,923

その他 93,721 57,277

投資その他の資産合計 265,114 318,200

固定資産合計 725,660 966,688

資産合計 1,956,288 2,161,660

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 379,394 415,831

電子記録債務 42,980 35,067

短期借入金 54,300 67,147

賞与引当金 18,506 13,116

製品保証引当金 19,750 13,973

訴訟損失引当金 12,288 13,728

その他の引当金 16,715 18,270

その他 264,260 298,870

流動負債合計 808,198 876,005

固定負債

長期借入金 572,270 620,291

引当金 3,239 8,264

退職給付に係る負債 73,630 70,018

その他 29,679 48,283

固定負債合計 678,820 746,858

負債合計 1,487,018 1,622,863

１．四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：百万円）

前連結会計年度
（2022年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（2022年６月30日）

純資産の部

株主資本

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 108,623 148,961

利益剰余金 345,218 347,575

自己株式 △13,747 △13,747

株主資本合計 445,094 487,788

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 20,169 26,295

繰延ヘッジ損益 1,835 2,543

為替換算調整勘定 △9,085 10,492

退職給付に係る調整累計額 △3,745 △3,788

その他の包括利益累計額合計 9,173 35,543

新株予約権 304 297

非支配株主持分 14,696 15,167

純資産合計 469,269 538,796

負債純資産合計 1,956,288 2,161,660
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（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日

　至 2022年６月30日)

売上高 611,569 562,174

売上原価 506,921 471,099

売上総利益 104,647 91,075

販売費及び一般管理費 86,279 84,959

営業利益 18,368 6,115

営業外収益

受取利息 674 696

受取配当金 745 906

固定資産賃貸料 868 809

為替差益 3,222 13,014

持分法による投資利益 4,302 －

投資関連収益 21 4,177

その他 1,880 1,326

営業外収益合計 11,715 20,931

営業外費用

支払利息 1,349 985

持分法による投資損失 － 5,147

その他 3,082 3,431

営業外費用合計 4,431 9,564

経常利益 25,652 17,481

特別利益

固定資産売却益 113 934

固定資産受贈益 711 －

段階取得に係る差益 － 12,422

持分変動利益 － 261

負ののれん発生益 182 －

特別利益合計 1,008 13,619

特別損失

固定資産除売却損 36 13

関係会社株式売却損 268 －

訴訟損失引当金繰入額 － 1,400

特別損失合計 305 1,414

税金等調整前四半期純利益 26,355 29,687

法人税、住民税及び事業税 4,694 2,869

法人税等調整額 311 △82

法人税等合計 5,005 2,786

四半期純利益 21,349 26,900

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △317 △26

親会社株主に帰属する四半期純利益 21,666 26,926

（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１四半期連結累計期間
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（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日

　至 2022年６月30日)

四半期純利益 21,349 26,900

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △799 6,124

繰延ヘッジ損益 △1,827 723

為替換算調整勘定 1,544 22,775

退職給付に係る調整額 2,506 △118

持分法適用会社に対する持分相当額 62 △2,443

その他の包括利益合計 1,486 27,061

四半期包括利益 22,835 53,962

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 22,946 53,295

非支配株主に係る四半期包括利益 △110 666

四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間
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（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日

　至 2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30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 26,355 29,687

減価償却費 17,129 17,251

受取利息及び受取配当金 △1,420 △1,603

支払利息 1,349 985

持分法による投資損益（△は益） △4,302 5,147

投資関連損益（△は益） △21 △4,177

固定資産除売却損益（△は益） △77 △921

固定資産受贈益 △711 －

段階取得に係る差損益（△は益） － △12,422

持分変動損益（△は益） － △261

訴訟損失引当金繰入額 － 1,400

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） △42,840 20,947

未収入金の増減額（△は増加） 2,723 △2,356

棚卸資産の増減額（△は増加） △19,263 △30,823

仕入債務の増減額（△は減少） 23,425 △18,967

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,169 △6,004

その他 8,262 △13,325

小計 5,440 △15,443

利息及び配当金の受取額 2,801 2,749

利息の支払額 △2,605 △1,483

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,765 △4,233

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,870 △18,410

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 △14,643 △2,000

定期預金の払戻による収入 15,739 1,313

有形固定資産の取得による支出 △12,823 △11,495

有形固定資産の売却による収入 305 516

無形固定資産の取得による支出 △4,727 △3,370

投資有価証券の取得による支出 △1,873 △124

投資有価証券の売却による収入 1,733 －

事業譲渡による収入 － 559

その他 7,270 5,146

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,018 △9,455

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） △50,704 △115

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による

支出
△216 －

配当金の支払額 △17,757 △23,634

その他 △1,431 △4,383

財務活動によるキャッシュ・フロー △70,109 △28,132

現金及び現金同等物に係る換算差額 511 13,838

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △74,747 △42,160

現金及び現金同等物の期首残高 292,792 239,359

株式交換による現金及び現金同等物の増加額 － 2,099

現金及び現金同等物の四半期末残高 218,045 199,297

（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）

当社は、2022年６月27日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、堺ディスプレイプ

ロダクト㈱を株式交換完全子会社とする株式交換を行いました。

この結果、前連結会計年度末に比べ、資本剰余金が40,337百万円増加しております。

（会計方針の変更）

米国会計基準ASC第842号「リース」

米国会計基準を適用している在外連結子会社等において、当第１四半期連結会計期間より米国

会計基準ASC第842号「リース」を適用しております。

本基準の適用により、借手のリース取引については、使用権資産及びリース債務を認識するこ

とといたしました。ただし、短期リースに該当する場合は、使用権資産及びリース債務を認識し

ておりません。本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、本基準の適用によ

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。

これに伴い、当第１四半期連結会計期間末において、「有形固定資産」が6,959百万円、「流

動負債」の「その他」が1,395百万円、「固定負債」の「その他」が5,952百万円、それぞれ増加

しております。

なお、当該会計基準の適用が当第１四半期連結累計期間の損益に及ぼす影響は軽微でありま

す。
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