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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 22,478 0.8 △379 － 450 △76.6 253 △71.2

2022年３月期第１四半期 22,290 41.6 1,796 － 1,923 － 878 －

(注)包括利益 2023年３月期第１四半期 1,962 百万円 ( 6.1％) 2022年３月期第１四半期 1,850 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 13.04 －

2022年３月期第１四半期 44.82 －
　
（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 120,416 73,118 57.9

2022年３月期 115,631 72,463 59.3

(参考) 自己資本 2022年３月期第１四半期 69,700 百万円 2022年３月期 68,626 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 － 20.00 － 20.00 40.00

2023年３月期 －

2023年３月期(予想) 20.00 － 20.00 40.00

(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) 44,200 7.9 △700 － 400 △83.6 500 △56.7 25.76

通期 96,500 14.2 1,300 △47.4 2,100 △41.6 900 △57.3 46.38

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 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

（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

（注）詳細は、添付資料P.７「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項(会計方針の変更)」をご覧く

ださい。

（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 19,995,387株 2022年３月期 19,995,387株

② 期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 801,281株 2022年３月期 399,081株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 19,406,255株 2022年３月期１Ｑ 19,588,432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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。

　



(参考) 個別業績の概要

１．2023年３月期の個別業績予想（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 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) 20,000 6.2 △400 － 1,000 △17.6 900 19.7 46.38
通 期 42,200 5.6 150 △73.2 4,300 △18.2 3,700 △14.2 190.66

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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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日から2022年６月30日）における世界経済は、緊迫するウクライナ紛

争の長期化や、中国上海市でのロックダウンの影響などによる、原材料価格の上昇や供給面での制約に加え、金融

資本市場の変動等により、先行き不透明な状況が続いております。

わが国経済は、緩やかながらも回復に向けた動きを見せる一方で、急激な円安や、資源・エネルギー高による消

費への影響が懸念されており、依然として厳しい状況が続いております。

自動車業界におきましては、国内自動車生産台数は前年同期比で減少傾向に推移したほか、海外自動車生産台数

は、東アジア、東南アジアは前年同期比で増加しましたが、北米におきましては、前年同期比で減少しました。

その結果、当第１四半期連結累計期間の業績は売上高22,478百万円（前年同期比0.8％増）、営業損失379百万円

（前年同期は営業利益1,796百万円）、経常利益450百万円（前年同期比76.6％減）、親会社株主に帰属する四半期

純利益253百万円（前年同期比71.2％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における総資産は、前連結会計年度末に比べ4,784百万円増加し、120,416百万円と

なりました。主な増加は現預金などであります。

負債合計は、前連結会計期間末に比べ4,128百万円増加し、47,297百万円となりました。主な増加は長期借入金な

どであります。

また、純資産合計は、前連結会計年度末に比べ655百万円増加し、73,118百万円となりました。主な増加は為替換

算調整勘定などであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、最新の経済状況を踏まえ修正しております。詳細は、本日公表しました「業績予想の

修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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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 36,885 39,503

受取手形及び売掛金 13,889 14,333

電子記録債権 1,710 1,513

有価証券 2,100 2,100

製品 3,874 3,881

仕掛品 988 1,189

原材料及び貯蔵品 2,953 3,574

未収還付法人税等 299 328

その他 2,010 2,646

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 64,710 69,069

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,057 8,169

機械装置及び運搬具（純額） 10,584 11,023

その他（純額） 10,615 10,801

有形固定資産合計 29,257 29,994

無形固定資産

その他 1,338 1,357

無形固定資産合計 1,338 1,357

投資その他の資産

投資有価証券 17,019 16,568

退職給付に係る資産 2,447 2,604

繰延税金資産 422 358

その他 437 465

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 20,324 19,994

固定資産合計 50,921 51,346

資産合計 115,631 120,416
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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 9,402 10,098

短期借入金 8,207 8,081

未払法人税等 393 349

賞与引当金 902 459

製品保証引当金 19 24

未払金 1,348 1,197

その他 4,208 5,549

流動負債合計 24,482 25,760

固定負債

長期借入金 12,889 15,688

繰延税金負債 4,152 4,104

退職給付に係る負債 300 325

役員退職慰労引当金 21 12

長期未払金 292 292

資産除去債務 377 379

その他 651 733

固定負債合計 18,686 21,536

負債合計 43,168 47,297

純資産の部

株主資本

資本金 3,364 3,364

資本剰余金 3,536 3,536

利益剰余金 52,740 52,601

自己株式 △405 △910

株主資本合計 59,235 58,592

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 6,824 6,528

為替換算調整勘定 2,581 4,561

退職給付に係る調整累計額 △14 18

その他の包括利益累計額合計 9,391 11,108

非支配株主持分 3,836 3,418

純資産合計 72,463 73,118

負債純資産合計 115,631 120,416
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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 22,290 22,478

売上原価 17,896 20,161

売上総利益 4,394 2,317

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 793 752

給料及び手当 680 715

退職給付費用 14 12

その他 1,109 1,215

販売費及び一般管理費合計 2,597 2,696

営業利益又は営業損失（△） 1,796 △379

営業外収益

受取利息 29 22

受取配当金 310 299

持分法による投資利益 1 16

為替差益 － 467

助成金収入 4 54

その他 54 54

営業外収益合計 400 914

営業外費用

支払利息 53 66

固定資産除却損 6 3

為替差損 174 －

その他 38 13

営業外費用合計 273 83

経常利益 1,923 450

特別利益

投資有価証券売却益 0 65

特別利益合計 0 65

特別損失

固定資産除却損 0 0

投資有価証券売却損 － 0

契約解約損 312 －

特別損失合計 312 0

税金等調整前四半期純利益 1,611 515

法人税、住民税及び事業税 287 295

法人税等調整額 344 113

法人税等合計 631 408

四半期純利益 979 107

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（△）

101 △145

親会社株主に帰属する四半期純利益 878 253
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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 979 107

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △666 △295

為替換算調整勘定 1,522 2,047

退職給付に係る調整額 27 33

持分法適用会社に対する持分相当額 △11 70

その他の包括利益合計 870 1,855

四半期包括利益 1,850 1,962

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,611 1,970

非支配株主に係る四半期包括利益 238 △8
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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）

当社は、2022年５月13日開催の取締役会決議に基づき、自己株式402,200株の取得を行っております。この結果、

当第１四半期連結累計期間において、自己株式が504百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末において自己株式

が910百万円となっております。

（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の適用)

「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

することといたしました。

なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

　


