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(百万円未満切捨て)

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 4,321 7.2 109 △46.8 176 △23.1 129 △28.5

2022年３月期第１四半期 4,032 6.9 206 36.1 229 33.0 180 38.6

(注)包括利益 2023年３月期第１四半期 183 百万円 ( △21.8％) 2022年３月期第１四半期 234 百万円 ( 129.3％)

　

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 28.02 ―

2022年３月期第１四半期 39.17 ―
　
（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 24,628 17,841 72.4

2022年３月期 24,751 17,957 72.6

(参考) 自己資本 2023年３月期第１四半期 17,841 百万円 2022年３月期 17,957 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 ― ― ― 65.00 65.00

2023年３月期 ―

2023年３月期(予想) ― ― 30.00 30.00

(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、第２四半期(累計)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) 9,500 10.7 50 △91.6 100 △84.0 50 △89.0 10.85

通期 20,100 10.9 600 △53.1 650 △52.6 400 △58.6 86.78

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

　

　

hirotaka-ono
新規スタンプ



※ 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 ： 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 ： 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 4,625,309株 2022年３月期 4,625,309株

② 期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 16,310株 2022年３月期 16,288株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 4,609,007株 2022年３月期１Ｑ 4,609,241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、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可能性があります。

　



ロンシール工業株式会社(4224) 2023年３月期 第１四半期決算短信

-1-

○添付資料の目次

　

　

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………２

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………２

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………２

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………２

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………３

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………３

（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 …………………………………………５

　 四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………………………５

　 四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………………………………６

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………７

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………７

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………７

　

　



ロンシール工業株式会社(4224) 2023年３月期 第１四半期決算短信

-2-

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による厳しい状況が緩和される

中で、持ち直しの動きが見られました。しかしながら、ウクライナ情勢の長期化や中国における感染再拡大の影

響などが懸念される中で、原燃料価格の上昇や供給面での制約等による下振れリスクに加え、急激な円安など先

行きは依然として不透明な状況にあります。

　当社グループと関連が深い建設業界におきましては、住宅建設の着工戸数は底堅い動きとなっているものの、

原油・ナフサ価格の高騰に伴う原燃料価格の上昇、販売競争の激化等により厳しい状況が続いております。

　このような状況の下、当第１四半期連結累計期間における当社グループの連結売上高は、43億21百万円(前年

同期比7.2%増)となりました。

　損益面につきましては、当第１四半期連結累計期間においても、積極的な販売活動と生産性の向上に努めてま

いりましたが、原燃料価格の上昇等により、営業利益は１億９百万円(前年同期比46.8%減)、経常利益は１億76

百万円(前年同期比23.1%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は１億29百万円(前年同期比28.5%減)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の資産合計は、前連結会計年度末より１億22百万円減少し、246億28百万円とな

りました。その主な原因といたしましては、商品及び製品が２億70百万円増加したものの、現金及び預金が２億

78百万円、受取手形及び売掛金が１億57百万円それぞれ減少したことによるものです。

　負債の部では、前連結会計年度末より６百万円減少し、67億87百万円となりました。その主な原因といたしま

しては、支払手形及び買掛金が１億円、設備関係支払手形が13百万円、預り保証金が９百万円増加したものの、

未払法人税等が２億１百万円減少したことによるものです。

　純資産の部では、前連結会計年度末より１億16百万円減少し、178億41百万円となりました。その主な原因と

いたしましては、為替換算調整勘定が57百万円増加したものの、利益剰余金が１億70百万円減少したことによる

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

　当第１四半期連結累計期間までの業績は、当初見込みを上回る状況で推移しておりますが、第２四半期以降に

おきましては、原燃料価格の高騰に伴う影響など、依然として先行きに不透明感があるため、2022年５月13日に

公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想を変更しておりません。
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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：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 6,799 6,520

受取手形及び売掛金 3,922 3,764

電子記録債権 1,636 1,557

商品及び製品 2,609 2,879

仕掛品 306 371

原材料及び貯蔵品 693 676

その他 185 224

貸倒引当金 △6 △6

流動資産合計 16,145 15,988

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 10,677 10,762

機械装置及び運搬具 9,081 9,153

工具、器具及び備品 3,458 3,468

土地 2,419 2,419

リース資産 542 542

建設仮勘定 95 39

減価償却累計額 △18,856 △18,959

有形固定資産合計 7,418 7,427

無形固定資産

その他 139 141

無形固定資産合計 139 141

投資その他の資産

投資有価証券 819 815

繰延税金資産 124 159

その他 120 114

貸倒引当金 △16 △16

投資その他の資産合計 1,047 1,072

固定資産合計 8,605 8,640

資産合計 24,751 24,628
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,290 2,391

電子記録債務 914 846

短期借入金 180 180

リース債務 75 79

賞与引当金 220 127

設備関係支払手形 71 84

未払法人税等 275 73

その他 1,026 1,262

流動負債合計 5,054 5,045

固定負債

リース債務 447 439

預り保証金 1,242 1,251

退職給付に係る負債 49 50

固定負債合計 1,739 1,741

負債合計 6,794 6,787

純資産の部

株主資本

資本金 5,007 5,007

資本剰余金 4,121 4,121

利益剰余金 8,477 8,307

自己株式 △27 △27

株主資本合計 17,579 17,408

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 360 357

為替換算調整勘定 18 75

その他の包括利益累計額合計 378 432

純資産合計 17,957 17,841

負債純資産合計 24,751 24,628
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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 4,032 4,321

売上原価 2,432 2,711

売上総利益 1,600 1,610

販売費及び一般管理費 1,393 1,500

営業利益 206 109

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 18 20

不動産賃貸料 3 3

為替差益 1 40

その他 5 4

営業外収益合計 27 68

営業外費用

支払利息 3 1

その他 1 0

営業外費用合計 5 2

経常利益 229 176

特別損失

固定資産除却損 4 0

特別損失合計 4 0

税金等調整前四半期純利益 224 175

法人税、住民税及び事業税 98 77

法人税等調整額 △54 △31

法人税等合計 44 46

四半期純利益 180 129

親会社株主に帰属する四半期純利益 180 129
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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 180 129

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3 △2

為替換算調整勘定 50 57

その他の包括利益合計 53 54

四半期包括利益 234 183

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 234 183
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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。

　


