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（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 55,063 △2.7 △1,760 － △1,590 － △1,111 －

2022年３月期第１四半期 56,577 － 50 － 151 － 178 －

（注）包括利益 2023年３月期第１四半期 △1,157百万円（－％） 2022年３月期第１四半期 144百万円（－％）

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 △8.20 －

2022年３月期第１四半期 1.32 －

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３月期第１四半期 228,308 170,152 74.5 1,256.17

2022年３月期 231,233 172,190 74.5 1,271.22

（参考）自己資本 2023年３月期第１四半期 170,152百万円 2022年３月期 172,190百万円

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 － 6.50 － 6.50 13.00

2023年３月期 －

2023年３月期（予想） 6.50 － 6.50 13.00

（％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 314,300 45.9 9,500 － 9,900 － 6,400 － 47.25

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）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を前第１四半期連結会計期間の期首か

ら適用しております。2022年３月期第１四半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値と

なっており、当該会計基準等の適用により大きな影響の生じる売上高は、対前年同四半期増減率は記載しており

ません。

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（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）

（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  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年３月期１Ｑ 157,239,691株 2022年３月期 157,239,691株

②  期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 21,786,755株 2022年３月期 21,786,755株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 135,452,936株 2022年３月期１Ｑ 135,453,044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）：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：有

（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）

※  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

本資料に掲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、四半期決算短信(添付資料)２ページ「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我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が緩和され経済社会活動が

正常化に向かう中で、景気の持ち直しの動きが見られましたが、当社グループを取り巻く環境は、半導体不足の影

響や中国における新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う経済活動の抑制の影響等により、厳しい状況が続きまし

た。

　このような環境において、当社が日産自動車株式会社から受注しております自動車の売上台数は、生産活動が制

約された結果、主に商用車が減少したことで、前年同期と比べ13.5％減少の26,467台となりました。売上高は、前

年同期と比べると「インフィニティQX80」等の乗用車の売上が伸びたものの、自動車全体では台数減少の影響を大

きく受けたことにより、15億円減少の550億円となりました。損益面では、営業損益は売上台数の減少等により18

億円悪化の17億円の損失、経常損益は17億円悪化の15億円の損失、親会社株主に帰属する四半期純損益は12億円悪

化の11億円の損失となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　流動資産は、前連結会計年度末と比べ26億円減少の1,080億円となりました。これは主に、受取手形、売掛金及

び契約資産の減少14億円によるものです。

　固定資産は、前連結会計年度末と比べ２億円減少の1,202億円となりました。

　この結果、資産合計は前連結会計年度末と比べ29億円減少の2,283億円となりました。

（負債）

　流動負債は、前連結会計年度末と比べ４億円減少の543億円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の

減少27億円、その他流動負債のうち電子記録債務の増加15億円、未払費用の増加10億円によるものです。

　固定負債は、前連結会計年度末と比べ３億円減少の38億円となりました。これは主に、その他固定負債のうちリ

ース債務の減少３億円によるものです。

　この結果、負債合計は前連結会計年度末と比べ８億円減少の581億円となりました。

（純資産）

　純資産合計は、前連結会計年度末と比べ20億円減少の1,701億円となりました。これは主に、親会社株主に帰属

する四半期純損失の計上による減少11億円、剰余金の配当による利益剰余金の減少８億円によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　通期の連結業績予想につきましては、2022年５月12日公表の業績予想を変更しておりません。

　なお、今後の動向により業績に影響を及ぼす場合には、開示基準に従って速やかに開示いたします。
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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 405 418

受取手形、売掛金及び契約資産 51,409 49,954

仕掛品 867 955

原材料及び貯蔵品 3,316 2,709

預け金 52,463 52,432

その他 2,242 1,557

流動資産合計 110,705 108,028

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 10,586 10,496

機械装置及び運搬具（純額） 12,334 12,321

工具、器具及び備品（純額） 5,736 4,902

土地 14,228 14,228

建設仮勘定 2,763 2,877

有形固定資産合計 45,651 44,826

無形固定資産 848 852

投資その他の資産

長期貸付金 70,094 70,043

その他 3,934 4,557

投資その他の資産合計 74,028 74,600

固定資産合計 120,527 120,279

資産合計 231,233 228,308

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 31,104 28,354

未払法人税等 126 165

製品保証引当金 198 197

その他 23,380 25,602

流動負債合計 54,810 54,319

固定負債

製品保証引当金 185 179

退職給付に係る負債 1,289 1,296

その他 2,757 2,360

固定負債合計 4,232 3,836

負債合計 59,042 58,155

純資産の部

株主資本

資本金 7,904 7,904

資本剰余金 8,517 8,517

利益剰余金 173,517 171,525

自己株式 △22,635 △22,635

株主資本合計 167,303 165,312

その他の包括利益累計額

退職給付に係る調整累計額 4,886 4,840

その他の包括利益累計額合計 4,886 4,840

純資産合計 172,190 170,152

負債純資産合計 231,233 228,308

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：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 56,577 55,063

売上原価 54,818 55,123

売上総利益又は売上総損失（△） 1,758 △60

販売費及び一般管理費 1,707 1,699

営業利益又は営業損失（△） 50 △1,760

営業外収益

受取利息 76 89

固定資産賃貸料 53 53

雇用調整助成金 － 55

その他 14 26

営業外収益合計 145 225

営業外費用

支払利息 13 15

固定資産賃貸費用 26 36

その他 3 4

営業外費用合計 44 55

経常利益又は経常損失（△） 151 △1,590

特別利益

固定資産売却益 － 0

特別利益合計 － 0

特別損失

固定資産除却損 4 65

特別損失合計 4 65

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（△）
147 △1,655

法人税等 △31 △544

四半期純利益又は四半期純損失（△） 178 △1,111

親会社株主に帰属する四半期純利益又は

親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
178 △1,111

（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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 178 △1,111

その他の包括利益

退職給付に係る調整額 △34 △46

その他の包括利益合計 △34 △46

四半期包括利益 144 △1,157

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 144 △1,157

（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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（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）

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。ただ

し、見積実効税率を使用できない場合には、法定実効税率を使用しております。

区分

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）
増減

台数 金額 台数 金額 台数 金額

台 百万円 台 百万円 台 百万円

乗用車 16,073 38,165 15,394 38,598 △679 432

商用車 13,313 12,113 8,685 9,664 △4,628 △2,448

小型バス 1,224 1,818 2,388 2,792 1,164 973

部品売上・その他 － 4,480 － 4,007 － △472

合計 30,610 56,577 26,467 55,063 △4,143 △1,513

３．その他

連結製品別売上高
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