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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 14,078 20.8 436 352.5 570 320.2 475 136.2

2022年3月期第1四半期 11,656 △8.1 96 ― 135 ― 201 ―

（注）包括利益 2023年3月期第1四半期　　657百万円 （242.5％） 2022年3月期第1四半期　　191百万円 （―％）

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 15.04 ―

2022年3月期第1四半期 6.35 ―

(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 89,855 43,114 47.9

2022年3月期 89,268 43,069 48.2

（参考）自己資本 2023年3月期第1四半期 43,074百万円 2022年3月期 43,030百万円

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 ― 15.00 15.00

2023年3月期 ―

2023年3月期（予想） 0.00 ― 15.00 15.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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) 29,000 24.1 200 △38.3 200 △67.6 200 △66.6 6.27

通期 65,000 12.8 2,700 29.0 2,700 7.7 2,200 11.8 69.07

（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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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 ： 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

(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 31,850,000 株 2022年3月期 31,850,000 株

② 期末自己株式数 2023年3月期1Q 385,335 株 2022年3月期 93,335 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期1Q 31,631,523 株 2022年3月期1Q 31,725,659 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

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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料

３ページの「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（2022年４月１日～2022年６月30日）における我が国経済は、経済活動の再開による持

ち直しの動きが見られたものの、日米金利差拡大を背景とした円安の進行、ロシアのウクライナ侵攻による地政学リ

スクの高まりや原油・原材料価格の高騰等により、先行き不透明な状況で推移いたしました。

また、世界経済におきましても、防疫と経済活動の両立が進む中で、中国ではゼロコロナ政策による都市のロック

ダウンが消費や生産を停滞させており、さらにウクライナ情勢の悪化に伴う供給網の混乱に加え、需給の不均衡がイ

ンフレを加速させる等、複合的な要因が絡んだ不安定な状況が続いております。

当社の主要な販売先である造船・海運業界につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う需要の先行きに

は不透明感はあるものの、コンテナ船建造ラッシュが継続しております。また、人流制限等で停滞していた東南アジ

ア地域が復調する等、メンテナンス需要も好転しております。

このような企業環境下、当第１四半期連結累計期間の売上高は14,078百万円（前年同四半期比20.8%増）となり、

利益面におきましては、営業利益は436百万円（前年同四半期比352.5%増）、経常利益570百万円（前年同四半期比

320.2%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は475百万円（前年同四半期比136.2%増）となりました。

当社および連結グループのセグメント別の業績は次のとおりであります。

＜内燃機関部門＞

イ）舶用機関関連

機関売上およびメンテナンス関連の売上が増加したこと等により、売上高は12,256百万円（前年同四半期

比25.4%増）、セグメント利益は1,204百万円（前年同四半期比43.9%増）となりました。

ロ）陸用機関関連

機関売上が減少したこと等により、売上高は804百万円（前年同四半期比18.9%減）、セグメント損失は286

百万円（前年同四半期は285百万円のセグメント損失）となりました。

従いまして、当部門の売上高は13,060百万円（前年同四半期比21.3%増）、セグメント利益は918百万円（前年

同四半期比66.5%増）となりました。

＜その他の部門＞

イ）産業機器関連

アルミホイール部門に関しましては、販売数の減少により売上高、セグメント利益とも減少となりまし

た。

ロ）不動産賃貸関連

不動産賃貸関連に関しましては、売上高は微増となり、セグメント利益は減少となりました。

ハ）売電関連

売電関連に関しましては、売上高、セグメント利益とも増加となりました。

ニ）精密部品関連

精密部品関連に関しましては、売上高、セグメント利益とも増加となりました。

従いまして、当部門の売上高は1,018百万円（前年同四半期比14.1%増）、セグメント利益は123百万円（前年同

四半期比25.1%増）となりました。
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（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部では、現金及び預金が前連結会計年度末に比べ、742百万円増加

し、27,888百万円となりました。また、棚卸資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、2,263百万円増加とな

りました。一方で、前連結会計年度末の売上債権の回収が進み、受取手形、売掛金及び契約資産が前連結会計年度

末に比べ、2,240百万円減少となりました。その結果、資産の部合計については、前連結会計年度末に比べ、587百

万円増加し、89,855百万円となりました。

負債の部では、支払手形及び買掛金と電子記録債務の合計が前連結会計年度末に比べ、692百万円増加となりま

した。一方で、短期借入金と長期借入金の合計は、約定返済等により、274百万円減少となりました。その結果、負

債の部合計では、前連結会計年度末に比べ、541百万円増加し、46,741百万円となりました。

純資産の部では、利益剰余金は、配当金の支払476百万円を行いましたが、親会社株主に帰属する四半期純利益

を475百万円計上し、前連結会計年度末と同水準の38,393百万円となりました。また、自己株式につきましては、自

己株式取得により135百万円減少となりました。一方で、為替換算調整勘定につきましては、前連結会計年度末に比

べ、155百万円増加しました。その結果、純資産の部合計では、前連結会計年度末に比べ、45百万円増加し、43,114

百万円となりました。当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は、前連結会計年度末から0.3ポイント下

落して、47.9％となりました。

（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月期の連結業績予想につきましては、2022年４月28日に公表いたしました内容から変更はございませ

ん。

なお、本資料は発表日現在において入手可能な情報に基づいた見通しであり、実際の金額は、今後の様々な要因

によって変動する場合があります。
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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：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 27,146 27,888

受取手形、売掛金及び契約資産 18,336 16,095

棚卸資産 12,685 14,949

その他 1,896 1,976

貸倒引当金 △6 △6

流動資産合計 60,058 60,903

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 9,133 9,005

機械装置及び運搬具（純額） 5,792 5,584

土地 5,084 5,084

建設仮勘定 525 709

その他（純額） 777 761

有形固定資産合計 21,314 21,144

無形固定資産 628 575

投資その他の資産

投資有価証券 2,707 2,825

繰延税金資産 4,096 3,986

その他 474 430

貸倒引当金 △10 △10

投資その他の資産合計 7,267 7,232

固定資産合計 29,209 28,952

資産合計 89,268 89,855

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,777 6,913

電子記録債務 5,502 6,058

短期借入金 4,440 4,451

リース債務 309 266

未払法人税等 869 121

賞与引当金 671 238

役員賞与引当金 35 11

未払費用 5,050 5,343

その他 2,474 3,558

流動負債合計 26,132 26,963
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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)

固定負債

長期借入金 9,871 9,585

リース債務 271 246

役員退職慰労引当金 34 37

退職給付に係る負債 7,216 7,230

資産除去債務 194 195

その他 2,478 2,482

固定負債合計 20,066 19,777

負債合計 46,199 46,741

純資産の部

株主資本

資本金 2,434 2,434

資本剰余金 2,173 2,173

利益剰余金 38,393 38,393

自己株式 △43 △178

株主資本合計 42,957 42,822

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 295 308

繰延ヘッジ損益 △7 △21

為替換算調整勘定 97 252

退職給付に係る調整累計額 △313 △287

その他の包括利益累計額合計 72 252

非支配株主持分 39 40

純資産合計 43,069 43,114

負債純資産合計 89,268 89,855
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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：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 11,656 14,078

売上原価 9,282 10,862

売上総利益 2,374 3,216

販売費及び一般管理費

販売費 1,724 2,174

一般管理費 553 605

販売費及び一般管理費合計 2,277 2,779

営業利益 96 436

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 26 15

持分法による投資利益 25 17

為替差益 － 88

業務受託料 10 26

貸倒引当金戻入額 1 0

雑収入 13 11

営業外収益合計 78 161

営業外費用

支払利息 21 22

為替差損 14 －

雑損失 3 5

営業外費用合計 39 28

経常利益 135 570

特別利益

固定資産売却益 0 0

補助金収入 125 111

特別利益合計 125 111

特別損失

固定資産廃棄損 2 1

特別損失合計 2 1

税金等調整前四半期純利益 259 679

法人税、住民税及び事業税 104 104

法人税等調整額 △46 97

法人税等合計 58 202

四半期純利益 200 477

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△1 1

親会社株主に帰属する四半期純利益 201 475
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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：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 200 477

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △13 12

繰延ヘッジ損益 - △13

為替換算調整勘定 8 74

退職給付に係る調整額 △42 26

持分法適用会社に対する持分相当額 39 81

その他の包括利益合計 △8 179

四半期包括利益 191 657

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 193 655

非支配株主に係る四半期包括利益 △1 1
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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）

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）

該当事項はありません

（会計方針の変更）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算

定会計基準適用指針」という。）を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第

27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたっ

て適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

（セグメント情報等）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

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) (単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)①

合計
調整額
(注)②

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)③

舶用機関
関連

陸用機関
関連

計

売上高

外部顧客への
売上高

9,772 991 10,764 892 11,656 ― 11,656

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 9,772 991 10,764 892 11,656 ― 11,656

セグメント利益又
は損失(△)

837 △285 551 98 650 △553 96

(注)①「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、産業機器関連事業、不動産賃貸関連事

業、売電関連事業及び精密部品関連事業を含んでおります。

　 ②セグメント利益又は損失の調整額は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　 ③セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

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) (単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)①

合計
調整額
(注)②

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)③

舶用機関
関連

陸用機関
関連

計

売上高

外部顧客への
売上高

12,256 804 13,060 1,018 14,078 ― 14,078

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 12,256 804 13,060 1,018 14,078 ― 14,078

セグメント利益又
は損失(△)

1,204 △286 918 123 1,041 △605 436

(注)①「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、産業機器関連事業、不動産賃貸関連事

業、売電関連事業及び精密部品関連事業を含んでおります。

②セグメント利益又は損失の調整額は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

③セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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３．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

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）

　1）生 産 実 績

当第１四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（単位：百万円）

セグメントの名称 数 量 金 額
前年同四半期増減率

馬力 ％

　内燃機関部門

　 舶用機関関連 254,607 12,256 25.4

　 陸用機関関連 126 804 △18.9

　その他の部門 ― 858 16.9

合 計 13,918 21.1

（注）①金額は、販売価格によっております。

　 ②上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2）受 注 実 績

当第１四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（単位：百万円）

セグメントの名称
受注高 受注残高

数 量 金 額
前年同四半期

増減率
数 量 金 額

前年同四半期
増減率

馬力 ％ 馬力 ％

　内燃機関部門

　 舶用機関関連 322,981 16,871 △5.0 1,891,219 47,609 45.3
(10,091) (25,185)

　 陸用機関関連 39,512 3,067 13.0 131,565 7,820 21.1
(732) (745)

　その他の部門 ― 1,022 49.1 ― 762 18.0
(―) (―)

合 計
20,962

△1.0
56,192

40.9
(10,823) (25,931)

（注）①金額は、販売価格によっております。

　 ②（ ）内は輸出受注高、輸出受注残高を示し、内数であります。

　 ③上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3）販 売 実 績

当第１四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（単位：百万円）

セグメントの名称 数量 金額 輸出比率 前年同四半期増減率

馬力 ％ ％

　内燃機関部門

　 舶用機関関連 254,607 12,256 64.5 25.4

(7,907)
　 陸用機関関連 126 804 ― △18.9

(―)
　その他の部門 ― 1,018 ― 14.1

(―)

合 計
14,078

56.2 20.8
(7,907)

（注）①（ ）内は輸出高を示し、内数であります。

　 ②主要な輸出地域及び割合は次のとおりであります。

　 アジア（74.0％）、欧州（15.8％）、中南米（5.3％）、北米（4.1％）、その他（0.8％）

　 ③「その他の部門」には精密部品関連（435百万円）、産業機器関連（423百万円）および不動産賃貸関連等

　 （160百万円）を含んでおります。

　 ④上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　


