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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）
（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 1,357 △17.4 △158 ― △105 ― △72 ―

2022年３月期第１四半期 1,642 86.2 12 ― 0 ― △6 ―

(注)包括利益 2023年３月期第１四半期 160 百万円 ( ―％) 2022年３月期第１四半期 △36 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１四半期 △12.12 ―

2022年３月期第１四半期 △1.12 ―
　
（２）連結財政状態

　

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 8,842 3,774 32.2

2022年３月期 8,480 3,614 32.5

(参考) 自己資本 2023年３月期第１四半期 2,844 百万円 2022年３月期 2,753 百万円

　

２．配当の状況
　

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 ― 0.00 0.00

　2023年３月期 ―

　2023年３月期(予想) ― ― ― ―

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

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）
(％表示は、通期は対前期、四半期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

第２四半期(累計) 2,500 △22.4 10 ― △5 ― △5 ― △0.83

通期 6,250 1.9 50 ― 25 ― 15 ― 2.50

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

　

　



※ 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

　 新規 ― 社 (社名) 、除外 ― 社 (社名)

（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

（注）詳細は添付資料８ページ「２．四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（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
　

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2023年３月期１Ｑ 6,000,000株 2022年３月期 6,000,000株

② 期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 4,827株 2022年３月期 4,827株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 5,995,173株 2022年３月期１Ｑ 5,995,173株

　

※ 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の見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な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。また、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きましては、添付資料２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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症のまん延防止等重点措置が解除さ

れ、社会経済活動の正常化に向けての動きが見られました。一方で、ウクライナ情勢等による資源価格の高騰や急

激な円安の進行による物価上昇の拡大が懸念され、景気の先行きについて依然として不透明な状況が続いておりま

す。

当社グループの主要な取引先である自動車業界では、半導体等の不足による自動車各社の生産調整が続いており、

新車販売台数は前年同期を下回りました。

このような環境のなか、当第１四半期連結累計期間の当社グループの連結業績は、売上高は1,357百万円（前年同

期比17.4％減）と減収となり、営業損失は158百万円（前年同期は12百万円の営業利益）、為替差益を65百万円計上

しましたが、経常損失は105百万円（前年同期は0百万円の経常利益）、親会社株主に帰属する四半期純損失は72百

万円（前年同期は6百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における資産の合計は、8,842百万円（前連結会計年度末8,480百万円）となり、362

百万円増加しました。流動資産は3,861百万円となり25百万円減少し、固定資産は4,981百万円となり387百万円増加

しました。

当第１四半期連結会計期間末における負債の合計は、5,068百万円（前連結会計年度末4,866百万円）となり、201

百万円増加しました。流動負債は4,272百万円となり159百万円増加し、固定負債は795百万円となり42百万円増加し

ました。

当第１四半期連結会計期間末における純資産の合計は、3,774百万円（前連結会計年度末3,614百万円）となり、

160百万円増加しました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年３月期（2022年４月１日～2023年３月31日）の連結業績予想につきましては、2022年５月10日に発表しま

した予想から修正は行っておりません。
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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

(単位：千円)

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 851,575 847,381

受取手形、売掛金及び契約資産 792,725 779,741

電子記録債権 673,184 642,803

商品及び製品 78,889 112,927

仕掛品 440,984 453,933

原材料及び貯蔵品 669,418 762,053

未収入金 297,097 235,247

その他 82,914 27,237

流動資産合計 3,886,790 3,861,326

固定資産

有形固定資産

建物 3,168,052 3,297,048

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,053,303 △2,110,793

建物（純額） 1,114,748 1,186,255

構築物 180,399 180,399

減価償却累計額 △152,804 △153,596

構築物（純額） 27,595 26,803

機械及び装置 6,223,847 6,447,708

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,618,474 △4,757,515

機械及び装置（純額） 1,605,372 1,690,193

車両運搬具 27,956 29,350

減価償却累計額及び減損損失累計額 △23,721 △25,528

車両運搬具（純額） 4,234 3,821

工具、器具及び備品 569,470 589,341

減価償却累計額及び減損損失累計額 △511,891 △539,134

工具、器具及び備品（純額） 57,578 50,207

土地 260,950 279,859

リース資産 872,492 966,506

減価償却累計額及び減損損失累計額 △240,911 △284,297

リース資産（純額） 631,580 682,208

建設仮勘定 416,787 570,231

有形固定資産合計 4,118,848 4,489,579

無形固定資産

借地権 4,892 4,892

ソフトウエア 2,087 1,996

その他 847 847

無形固定資産合計 7,827 7,736
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(単位：千円)

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)

投資その他の資産

投資有価証券 34,412 33,521

長期前払費用 2,964 2,543

退職給付に係る資産 321,120 327,684

繰延税金資産 13,221 17,364

その他 95,419 102,977

投資その他の資産合計 467,139 484,092

固定資産合計 4,593,815 4,981,409

資産合計 8,480,605 8,842,735

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 176,697 171,953

短期借入金 2,660,890 2,656,760

リース債務 129,681 168,716

未払金及び未払費用 1,001,612 1,072,265

未払法人税等 14,897 6,104

賞与引当金 115,681 174,680

役員賞与引当金 2,733 4,099

その他 10,725 17,918

流動負債合計 4,112,918 4,272,498

固定負債

リース債務 631,478 658,917

繰延税金負債 84,837 54,510

退職給付に係る負債 37,170 82,254

固定負債合計 753,486 795,682

負債合計 4,866,404 5,068,181

純資産の部

株主資本

資本金 715,000 715,000

資本剰余金 621,796 621,796

利益剰余金 1,386,070 1,313,427

自己株式 △1,808 △1,808

株主資本合計 2,721,057 2,648,415

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,104 1,437

為替換算調整勘定 77,941 243,444

退職給付に係る調整累計額 △47,940 △48,685

その他の包括利益累計額合計 32,106 196,196

非支配株主持分 861,037 929,941

純資産合計 3,614,201 3,774,554

負債純資産合計 8,480,605 8,842,735
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（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

(単位：千円)
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 1,642,981 1,357,033

売上原価 1,461,634 1,327,359

売上総利益 181,347 29,673

販売費及び一般管理費 168,499 187,760

営業利益又は営業損失（△） 12,847 △158,087

営業外収益

受取利息 1,199 156

受取配当金 1,166 1,010

為替差益 - 65,695

その他 4,879 1,320

営業外収益合計 7,245 68,182

営業外費用

支払利息 16,081 15,961

為替差損 3,040 -

その他 289 23

営業外費用合計 19,411 15,984

経常利益又は経常損失（△） 681 △105,889

特別利益

固定資産売却益 - 1,199

特別利益合計 - 1,199

特別損失

固定資産除却損 600 0

特別損失合計 600 0

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

81 △104,689

法人税等 26,503 △2,185

四半期純損失（△） △26,422 △102,503

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △19,717 △29,861

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △6,704 △72,642
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
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)

四半期純損失（△） △26,422 △102,503

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △6,038 △667

為替換算調整勘定 △2,953 264,268

退職給付に係る調整額 △819 △744

その他の包括利益合計 △9,811 262,856

四半期包括利益 △36,234 160,352

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △15,418 91,448

非支配株主に係る四半期包括利益 △20,815 68,904
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

81 △104,689

減価償却費 88,966 95,873

有形固定資産除却損 600 0

退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △6,407 △6,563

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 1,701 38,676

賞与引当金の増減額（△は減少） 57,000 58,999

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 874 1,366

受取利息及び受取配当金 △2,365 △1,167

支払利息 16,081 15,961

為替差損益（△は益） 1 △134

有形固定資産売却損益（△は益） - △1,199

売上債権の増減額（△は増加） 182,065 138,337

棚卸資産の増減額（△は増加） △56,157 △66,574

仕入債務の増減額（△は減少） △47,597 △10,081

未払金の増減額（△は減少） △53,648 44,963

その他の流動資産の増減額（△は増加） △8,960 △36,095

その他の流動負債の増減額（△は減少） △75,261 △54,271

小計 96,972 113,399

利息及び配当金の受取額 2,365 1,167

利息の支払額 △14,633 △16,108

法人税等の支払額 △549 △4,051

営業活動によるキャッシュ・フロー 84,155 94,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △14,397 △45,745

有形固定資産の売却による収入 - 1,200

投資有価証券の取得による支出 △65 △69

投資その他の資産の増減額（△は増加） 15,938 2,155

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,475 △42,460

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） △109,520 △64,865

長期借入金の返済による支出 △9,921 -

リース債務の返済による支出 △7,890 △15,389

配当金の支払額 △325 -

財務活動によるキャッシュ・フロー △127,657 △80,254

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,340 24,113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △44,367 △4,194

現金及び現金同等物の期首残高 1,176,738 851,575

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,132,371 847,381
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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。

（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１四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。

（セグメント情報等）

　 セグメント情報

　 当社グループは、自動車用部品事業の単一セグメントであるため、記載しておりません。

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　 (単位：千円)

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

日本 1,342,035 999,595

米州 211,987 261,896

アジア 88,958 95,541

顧客との契約から生じる収益 1,642,981 1,357,033

その他の収益 ― ―

外部顧客への売上高 1,642,981 1,357,033

(注) 当社グループは、自動車用部品事業の単一セグメントであるため、顧客との契約から生じる収益を分解した情

報についてセグメントに関連付けて記すことはしておりません。

　


