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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 566 △20.2 △7 ― △0 ― △2 ―

2022年３月期第１四半期 709 50.0 113 ― 120 ― 87 ―
(注)包括利益 2023年３月期第１四半期 6百万円(△93.4％) 2022年３月期第１四半期 92百万円( ―％)

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 △0.43 ―

2022年３月期第１四半期 14.26 ―

（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 4,847 3,222 66.5

2022年３月期 4,896 3,238 66.1
(参考) 自己資本 2023年３月期第１四半期 3,222百万円 2022年３月期 3,238百万円

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 ― 4.00 4.00

2023年３月期 ―

2023年３月期(予想) 0.00 ― 2.00 2.00
(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) 1,318 △5.8 33 △81.3 32 △81.6 24 △80.6 4.00

通期 2,707 △1.3 105 △53.7 104 △59.6 75 △65.7 12.16
(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 ： 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Ｐ．７「(３)四半期連結財務諸表に関する注記事項」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 ： 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 6,316,700株 2022年３月期 6,316,700株

② 期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 53,984株 2022年３月期 53,984株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 6,262,716株 2022年３月期１Ｑ 6,162,716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Ｐ．２「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影響に改善が見られ、経済

活動の制限が徐々に緩和されたものの、ウクライナ情勢等の地政学的リスクの影響による原材料価格及び物流費の

高騰、円安基調による物価上昇傾向の為替動向など、引き続き不安定な状況が続く事が予想されます。

このような状況のもと、当社グループは「不易流行」を経営方針に掲げ、経営理念等のいつまでも変化しない本

質的な「不易」に、時代や環境に合わせて変えるべき「流行」を取り入れ、継続的に現場改善等に取り組んで参り

ました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は566,257千円（前年同四半期比20.2％減）となりま

した。

利益面につきましては、主力製品であります直動機器のスマート生産体制の確立に注力し、生産設備投資を継続

して生産の増強を図り、効率的な生産を行い原価低減を推し進め、利益確保に努めて参りましたが、売上高の減少、

新規設備投資による減価償却費及び購入品等の製造原価の上昇により、営業損失7,974千円（前年同四半期は、営業

利益113,151千円）、経常損失637千円（前年同四半期は、経常利益120,266千円）、親会社株主に帰属する四半期純

損失2,690千円（前年同四半期は、親会社株主に帰属する四半期純利益87,895千円）となりました。

直動機器につきましては、半導体業界を中心に市場からの引き合いがあるものの、中国ロックダウンによる物流

が停滞した事等に影響を受け、当第１四半期連結累計期間の売上高は398,158千円と前年同四半期と比べ36,838千円

の減少（前年同四半期比8.5％減）となりましたが、直動機器の増産のために「無人工場棟」を当社埼玉工場敷地内

に建設することを決定するなど、将来の製品供給に支障がないように生産設備投資を継続し生産の増強を図ってお

ります。

精密部品加工につきましては、レース用部品を中心に売上が減少した事から、売上高は128,848千円と前年同四半

期と比べ95,553千円の減少（前年同四半期比42.6％減）となりました。

ユニット製品につきましては、調達面での制約の影響を受け、販売計画の遅れもあり、売上高は39,251千円と前

年同四半期と比べ11,003千円の減少（前年同四半期比21.9％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4,847,047千円となり、前連結会計年度末と比べ49,934千円の減少

となりました。主な要因は、棚卸資産76,717千円、機械装置及び運搬具139,366千円の増加に対し、現金及び預金

250,548千円、売上債権37,181千円の減少によるものであります。

負債は、1,624,600千円となり、前連結会計年度末と比べ33,966千円の減少となりました。主な要因は、営業外電

子記録債務54,453千円の増加に対し、未払法人税等67,610千円、電子記録債務17,019千円の減少によるものであり

ます。

純資産は、3,222,447千円となり、前連結会計年度末と比べ15,967千円の減少となりました。主な要因は、利益剰

余金27,741千円の減少によるものであります。その結果、当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は

66.5％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月期の第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、2022年５月13日公表の業績予想から変

更はありません。
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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：千円)

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 973,455 722,906

受取手形及び売掛金 351,036 371,271

電子記録債権 557,585 500,168

商品及び製品 172,915 186,292

仕掛品 344,074 379,074

原材料及び貯蔵品 259,115 287,455

その他 34,629 47,847

流動資産合計 2,692,812 2,495,016

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 509,929 506,310

機械装置及び運搬具（純額） 365,131 504,498

工具、器具及び備品（純額） 36,255 32,505

土地 908,966 908,966

リース資産（純額） 45,662 40,174

建設仮勘定 1,229 2,545

有形固定資産合計 1,867,174 1,995,000

無形固定資産 13,220 11,794

投資その他の資産

保険積立金 202,545 224,777

繰延税金資産 112,683 112,973

その他 8,546 7,485

投資その他の資産合計 323,775 345,236

固定資産合計 2,204,169 2,352,031

資産合計 4,896,982 4,847,047
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(単位：千円)

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 223,820 225,570

電子記録債務 315,274 298,254

短期借入金 10,000 10,000

1年内償還予定の社債 23,000 23,000

1年内返済予定の長期借入金 87,292 89,636

リース債務 17,680 15,621

未払法人税等 75,921 8,311

賞与引当金 29,718 7,789

営業外電子記録債務 64,223 118,676

その他 169,384 216,635

流動負債合計 1,016,315 1,013,495

固定負債

社債 61,000 49,500

長期借入金 301,787 277,353

リース債務 28,608 25,080

役員退職慰労引当金 151,406 154,594

退職給付に係る負債 92,250 96,777

その他 7,200 7,800

固定負債合計 642,251 611,105

負債合計 1,658,567 1,624,600

純資産の部

株主資本

資本金 732,552 732,552

資本剰余金 679,512 682,501

利益剰余金 1,824,343 1,796,602

自己株式 △15,416 △15,416

株主資本合計 3,220,991 3,196,239

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 19 △24

為替換算調整勘定 17,403 26,232

その他の包括利益累計額合計 17,422 26,207

純資産合計 3,238,414 3,222,447

負債純資産合計 4,896,982 4,847,047
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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：千円)
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 709,653 566,257

売上原価 488,137 454,024

売上総利益 221,515 112,232

販売費及び一般管理費 108,364 120,207

営業利益又は営業損失（△） 113,151 △7,974

営業外収益

受取利息 85 95

有価証券利息 344 ―

受取手数料 875 881

廃材売却収入 254 753

保険解約返戻金 ― 1,112

為替差益 10,319 5,351

その他 36 14

営業外収益合計 11,915 8,208

営業外費用

支払利息 1,601 767

有価証券評価損 3,046 ―

その他 152 104

営業外費用合計 4,800 871

経常利益又は経常損失（△） 120,266 △637

特別利益

固定資産売却益 6 119

特別利益合計 6 119

特別損失

固定資産除却損 196 159

特別損失合計 196 159

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（△）

120,075 △677

法人税等 32,180 2,013

四半期純利益又は四半期純損失（△） 87,895 △2,690

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（△）

87,895 △2,690
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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：千円)
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（△） 87,895 △2,690

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △98 △44

為替換算調整勘定 4,346 8,829

その他の包括利益合計 4,248 8,785

四半期包括利益 92,143 6,094

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 92,143 6,094
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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する方法によってお

ります。ただし、見積実効税率を用いて計算すると著しく合理性を欠く場合には、法定実効税率を使用する方法

によっております。

（会計方針の変更）

(時価の算定に関する会計基準)

「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。

　


