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(百万円未満切捨て)

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）
（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 4,742 1.9 △212 ― △219 ― △292 ―

2022年３月期第３四半期 4,656 16.0 △113 ― △124 ― △90 ―

(注) 包括利益 2023年３月期第３四半期 △169百万円 ( ―％) 2022年３月期第３四半期 △82百万円 ( ―％)

　

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 △48.75 ―

2022年３月期第３四半期 △15.03 ―
　

（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３四半期 8,516 3,444 30.3

2022年３月期 8,480 3,614 32.5

(参考) 自己資本 2023年３月期第３四半期 2,584百万円 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 ― 0.00 ―

　2023年３月期(予想) 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

　

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、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 6,300 2.8 △275 ― △280 ― △350 ― △58.38

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

　

　



※ 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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 5,995,173株 2022年３月期３Ｑ 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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による行動制限の解除以降、社会経済活動の正常化に向

けての動きが見られました。しかし、新型コロナウイルス感染症の感染再拡大、円安の進行や原材料・エネルギー

価格の高騰の影響が懸念され、依然として先行き不透明な状況となっております。

当社グループの主要な取引先である自動車業界では、半導体不足等の影響により自動車各社で減産や生産調整が

行われ、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３四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4,742百万円（前年同

期比1.9％増）と増収となりましたが、営業損失212百万円（前年同期は113百万円の営業損失）、経常損失219百万

円（前年同期は124百万円の経常損失）、親会社株主に帰属する四半期純損失292百万円（前年同期は90百万円の親

会社株主に帰属する四半期純損失）を計上しました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における資産の合計は、8,516百万円（前連結会計年度末8,480百万円）となり、35

百万円増加しました。流動資産は3,875百万円となり11百万円減少し、固定資産は4,641百万円となり47百万円増加

しました。

当第３四半期連結会計期間末における負債の合計は、5,071百万円（前連結会計年度末4,866百万円）となり、205

百万円増加しました。流動負債は4,413百万円となり300百万円増加し、固定負債は658百万円となり95百万円減少し

ました。

当第３四半期連結会計期間末における純資産の合計は、3,444百万円（前連結会計年度末3,614百万円）となり、

169百万円減少しました。

（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）連結業績予想につきましては、本日、別途開示しました

「2023年３月期通期連結業績予想の修正、配当予想の修正（無配）及び営業外費用の計上に関するお知らせ」をご

参照ください。

本資料に記載されている業績見通し等将来に関する記述は、当社グループが現時点で入手可能な情報に基づき判

断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は様々な要因により予想数値と異なる

可能性があります。
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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 851,575 596,817

受取手形、売掛金及び契約資産 792,725 819,030

電子記録債権 673,184 755,326

商品及び製品 78,889 106,698

仕掛品 440,984 481,436

原材料及び貯蔵品 669,418 769,233

未収入金 297,097 313,462

その他 82,914 33,136

流動資産合計 3,886,790 3,875,142

固定資産

有形固定資産

建物 3,168,052 3,261,851

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,053,303 △2,131,888

建物（純額） 1,114,748 1,129,963

構築物 180,399 180,399

減価償却累計額 △152,804 △155,181

構築物（純額） 27,595 25,218

機械及び装置 6,223,847 6,192,233

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,618,474 △4,728,826

機械及び装置（純額） 1,605,372 1,463,407

車両運搬具 27,956 24,657

減価償却累計額及び減損損失累計額 △23,721 △21,635

車両運搬具（純額） 4,234 3,022

工具、器具及び備品 569,470 586,906

減価償却累計額及び減損損失累計額 △511,891 △504,567

工具、器具及び備品（純額） 57,578 82,338

土地 260,950 274,638

リース資産 872,492 940,548

減価償却累計額及び減損損失累計額 △240,911 △309,610

リース資産（純額） 631,580 630,938

建設仮勘定 416,787 579,732

有形固定資産合計 4,118,848 4,189,259

無形固定資産

借地権 4,892 4,892

ソフトウエア 2,087 1,529

その他 847 847

無形固定資産合計 7,827 7,269
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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)

投資その他の資産

投資有価証券 34,412 35,109

長期前払費用 2,964 2,381

退職給付に係る資産 321,120 340,926

繰延税金資産 13,221 17,394

その他 95,419 48,812

投資その他の資産合計 467,139 444,623

固定資産合計 4,593,815 4,641,153

資産合計 8,480,605 8,516,295

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 176,697 264,065

短期借入金 2,660,890 2,741,000

リース債務 129,681 200,996

未払金及び未払費用 1,001,612 1,109,431

未払法人税等 14,897 5,539

賞与引当金 115,681 55,072

役員賞与引当金 2,733 1,376

その他 10,725 35,744

流動負債合計 4,112,918 4,413,227

固定負債

リース債務 631,478 523,818

繰延税金負債 84,837 91,017

退職給付に係る負債 37,170 43,583

固定負債合計 753,486 658,419

負債合計 4,866,404 5,071,646

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 1,093,801

自己株式 △1,808 △1,808

株主資本合計 2,721,057 2,428,788

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 2,804

為替換算調整勘定 77,941 202,695

退職給付に係る調整累計額 △47,940 △50,174

その他の包括利益累計額合計 32,106 155,324

非支配株主持分 861,037 860,534

純資産合計 3,614,201 3,444,648

負債純資産合計 8,480,605 8,516,295
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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３四半期連結累計期間

(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 4,656,151 4,742,303

売上原価 4,264,581 4,391,724

売上総利益 391,570 350,578

販売費及び一般管理費 505,236 562,845

営業損失（△） △113,666 △212,266

営業外収益

受取利息 3,845 505

受取配当金 1,296 1,162

為替差益 15,892 26,516

その他 12,985 9,187

営業外収益合計 34,019 37,371

営業外費用

支払利息 42,025 44,375

その他 3,137 41

営業外費用合計 45,162 44,417

経常損失（△） △124,809 △219,312

特別利益

固定資産売却益 372 2,464

投資有価証券売却益 - 30

特別利益合計 372 2,495

特別損失

固定資産売却損 3,942 -

固定資産除却損 3,662 127,415

減損損失 198 -

割増退職金 1,027 -

特別損失合計 8,830 127,415

税金等調整前四半期純損失（△） △133,267 △344,232

法人税等 27,572 23,260

四半期純損失（△） △160,840 △367,493

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △70,720 △75,224

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △90,120 △292,268
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(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)

四半期純損失（△） △160,840 △367,493

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △5,929 699

為替換算調整勘定 87,218 199,475

退職給付に係る調整額 △2,459 △2,234

その他の包括利益合計 78,829 197,940

四半期包括利益 △82,011 △169,552

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △44,057 △169,049

非支配株主に係る四半期包括利益 △37,953 △502
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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)

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損失（△） △133,267 △344,232

減価償却費 284,812 285,593

減損損失 198 -

有形固定資産除却損 3,662 127,415

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △19,170 △19,805

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 296 3,368

賞与引当金の増減額（△は減少） △71,639 △60,609

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △382 △1,356

受取利息及び受取配当金 △5,142 △1,668

支払利息 42,025 44,375

為替差損益（△は益） △59 △97

有形固定資産売却損益（△は益） 3,569 △2,464

投資有価証券売却損益（△は益） - △30

割増退職金 1,027 -

売上債権の増減額（△は増加） 336,927 △58,657

棚卸資産の増減額（△は増加） △169,434 △118,712

仕入債務の増減額（△は減少） △144,052 △20,613

未払金の増減額（△は減少） △201,399 139,189

その他の流動資産の増減額（△は増加） 38,678 △105,369

その他の流動負債の増減額（△は減少） △85,880 △33,376

小計 △119,231 △167,051

利息及び配当金の受取額 5,142 1,668

利息の支払額 △44,389 △44,469

割増退職金の支払額 △1,027 -

法人税等の支払額 △3,247 △7,294

営業活動によるキャッシュ・フロー △162,754 △217,146

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 △64,553 △97,651

有形固定資産の売却による収入 473 107,293

無形固定資産の取得による支出 - △981

投資有価証券の取得による支出 △191 △200

投資有価証券の売却による収入 - 540

投資その他の資産の増減額（△は増加） 943 1,199

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,328 10,199

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） △61,140 31,750

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 △25,525 △98,676

配当金の支払額 △325 -

財務活動によるキャッシュ・フロー △96,911 △66,926

現金及び現金同等物に係る換算差額 11,584 19,116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △311,409 △254,758

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 865,329 596,817
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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。

（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

日本 3,739,119 3,299,202

米州 618,287 1,034,221

アジア 298,744 408,879

顧客との契約から生じる収益 4,656,151 4,742,303

その他の収益 ― ―

外部顧客への売上高 4,656,151 4,742,303

(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。

　


