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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２四半期 332,612 19.2 17,282 67.9 27,987 106.7 19,871 136.1

2022年３月期第２四半期 278,927 － 10,292 － 13,542 － 8,414 －

（注）包括利益 2023年３月期第２四半期 32,080百万円（115.6％） 2022年３月期第２四半期 14,880百万円（－％）

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２四半期 87.15 －

2022年３月期第２四半期 36.90 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年３月期第２四半期 615,494 367,413 56.8

2022年３月期 588,091 338,847 54.9

（参考）自己資本 2023年３月期第２四半期 349,509百万円 2022年３月期 322,614百万円

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 － 12.00 － 15.00 27.00

2023年３月期 － 15.00

2023年３月期（予想） － 17.00 32.00

（％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 700,000 19.3 38,000 77.9 40,000 30.4 24,000 △25.0 105.25

１．2023年３月期第２四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年９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、2022年３月期第２四半期に係る売上高については、当該会計基準等を適用した後の数値となっ
ており、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：有

詳細は本日（2022年11月10日）公表の「業績予想値と実績値との差異及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」

をご覧ください。

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：有



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年３月期２Ｑ 244,066,144株 2022年３月期 244,066,144株

②  期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 16,048,363株 2022年３月期 16,048,264株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Ｑ 228,017,862株 2022年３月期２Ｑ 228,018,827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：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】Ｐ９．「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）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）

※  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。

なお、上記業績予想に関する事項は、【添付資料】Ｐ３．「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２四半期連結累計期間における世界経済は、景気が持ち直し傾向にあるものの、新型コロ

ナウイルス感染症、半導体の需給逼迫及び各種資材の価格高騰や為替変動による影響、ロシアの

ウクライナ侵攻等により、先行き不透明な状況が続いております。

　当社グループの主要な事業分野であります自動車関連市場においては、国内の自動車生産台数

は3,614千台で前年同期比1.2％の増加となりました。また、北米（米国・カナダ）においては

5,825千台で前年同期比11.8％の増加、中国では12,303千台で前年同期比0.7％の減少、タイでは

858千台で前年同期比1.6％の増加となりました（いずれも台数は各拠点の決算期に応じた集

計）。

　もう一方の主要な事業分野であります情報通信関連市場においては、HDD（ハードディスクドラ

イブ）の世界生産台数が前年同期比で減少し、当社の主力製品でありますサスペンションの総需

要は減少となりました。

　以上のような経営環境のもと、売上高は332,612百万円（前年同期比19.2％増）、営業利益は

17,282百万円（前年同期比67.9％増）、為替差益の増加等により経常利益は27,987百万円（前年

同期比106.7％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は19,871百万円（前年同期比136.1％

増）となりました。

  セグメントの状況は以下のとおりです。

［懸架ばね事業］

　懸架ばね事業は、半導体供給不足等による自動車メーカーの生産調整の影響を受けたものの、

新型コロナウイルス感染症拡大の影響からの持ち直し、原材料価格高騰等の販売価格への反映及

び円安による在外子会社の円換算額の増加等により売上高は68,179百万円（前年同期比25.4％

増）となりました。一方で、原材料や物流、動力光熱費等の価格高騰により営業損失は1,771百万

円（前年同期は営業損失1,574百万円）となりました。

［シート事業］

　シート事業は、半導体供給不足等による自動車メーカーの生産調整、原材料や物流、動力光熱

費等の価格高騰の影響を受けたものの、新型コロナウイルス感染症拡大の影響からの持ち直し、

円安による在外子会社の円換算額の増加等により売上高は124,748百万円（前年同期比26.8％

増）、営業利益は2,596百万円（前年同期は営業損失1,876百万円）となりました。

［精密部品事業］

　精密部品事業の自動車関連事業においては、半導体供給不足等による自動車メーカーの生産調

整、原材料や物流、動力光熱費等の価格高騰の影響を受けました。また、情報通信関連事業にお

いては、HDD用サスペンションの数量が減少したものの、為替が円安に推移した影響を受けまし

た。この結果、売上高は84,058百万円（前年同期比8.7％増）、営業利益は9,831百万円（前年同

期比13.3％増）となりました。

［産業機器ほか事業］

　産業機器ほか事業は、自動車関連事業において新型コロナウイルス感染症拡大の影響から持ち

直しの動きが見られていることや、半導体プロセス部品の受注が好調に推移したこと、また為替

が円安に推移した影響により、売上高は55,626百万円（前年同期比13.8％増）、営業利益は6,625

百万円（前年同期比30.8％増）となりました。
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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

前回発表予想（Ａ）

（2022年５月13日） 635,000 38,000 40,000 24,000 105.25

今回修正予想（Ｂ） 700,000 38,000 40,000 24,000 105.25

増減額（Ｂ-Ａ） 65,000 － － － －

増減率（％） 10.2％ － － － －

（ご参考）前期実績

（2022年３月期）
586,903 21,359 30,674 31,998 140.33

（２）財政状態に関する説明

  当第２四半期連結会計期間末の総資産については、配当金の支払及び借入金の返済等により現

金及び預金が減少しました。一方で売上高の増加により売上債権が増加したほか、為替が円安に

推移したことにより、特に在外子会社の棚卸資産や有形固定資産の円換算額が押し上げられまし

た。この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ27,402百万円増加し、615,494百万円となりまし

た。

  負債については、仕入の増加により仕入債務が増加しましたが、借入金の返済及び法人税等の

支払により、前連結会計年度末に比べ1,163百万円減少し、248,080百万円となりました。

  純資産については、為替換算調整勘定及び親会社株主に帰属する四半期純利益による利益剰余

金の増加等により、前連結会計年度末に比べ28,566百万円増加し、367,413百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　当社の2023年３月期通期の連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の連結実

績及び為替の動向等を踏まえ、以下のとおり、2022年５月13日に公表した業績予想を修正いたし

ます。

　なお、2023年３月期通期の前提とする為替レートは、136.5円/米ドル、3.7円/タイバーツとし

ております。

＜通期＞
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 92,130 83,197

受取手形、売掛金及び契約資産 138,124 152,853

商品及び製品 24,461 27,524

仕掛品 11,487 14,224

原材料及び貯蔵品 27,244 33,458

部分品 10,680 11,558

その他 21,277 22,822

貸倒引当金 △126 △149

流動資産合計 325,279 345,491

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 157,256 163,340

減価償却累計額 △103,227 △107,898

建物及び構築物（純額） 54,028 55,441

機械装置及び運搬具 283,793 303,371

減価償却累計額 △222,507 △236,557

機械装置及び運搬具（純額） 61,286 66,813

土地 30,483 31,289

リース資産 1,337 1,314

減価償却累計額 △818 △832

リース資産（純額） 518 482

建設仮勘定 10,275 9,746

その他 84,040 90,694

減価償却累計額 △74,415 △81,029

その他（純額） 9,624 9,665

有形固定資産合計 166,217 173,440

無形固定資産 3,034 3,600

投資その他の資産

投資有価証券 58,703 55,633

長期貸付金 1,670 1,890

繰延税金資産 10,050 10,477

退職給付に係る資産 13,199 14,247

その他 10,839 11,647

貸倒引当金 △904 △933

投資その他の資産合計 93,559 92,962

固定資産合計 262,811 270,003

資産合計 588,091 615,494

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)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 80,027 93,855

電子記録債務 31,162 34,388

短期借入金 28,672 17,269

未払法人税等 12,652 5,628

役員賞与引当金 247 135

設備関係支払手形 2,281 2,969

その他 32,281 33,827

流動負債合計 187,325 188,075

固定負債

社債 10,000 10,000

長期借入金 11,110 5,600

リース債務 721 842

繰延税金負債 12,712 13,941

退職給付に係る負債 22,262 24,663

役員退職慰労引当金 614 563

執行役員退職慰労引当金 843 994

その他 3,654 3,398

固定負債合計 61,919 60,004

負債合計 249,244 248,080

純資産の部

株主資本

資本金 17,009 17,009

資本剰余金 19,679 19,684

利益剰余金 260,692 277,143

自己株式 △14,296 △14,301

株主資本合計 283,085 299,536

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 25,292 22,286

為替換算調整勘定 11,592 24,951

退職給付に係る調整累計額 2,644 2,735

その他の包括利益累計額合計 39,529 49,973

非支配株主持分 16,232 17,904

純資産合計 338,847 367,413

負債純資産合計 588,091 615,494
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

売上高 278,927 332,612

売上原価 242,745 290,492

売上総利益 36,181 42,120

販売費及び一般管理費 25,889 24,837

営業利益 10,292 17,282

営業外収益

受取利息 241 310

受取配当金 862 1,256

持分法による投資利益 614 85

為替差益 1,600 9,230

その他 1,263 819

営業外収益合計 4,582 11,702

営業外費用

支払利息 160 174

災害による損失 418 203

その他 753 620

営業外費用合計 1,332 998

経常利益 13,542 27,987

特別損失

関係会社出資金売却損 288 －

特別損失合計 288 －

税金等調整前四半期純利益 13,254 27,987

法人税等 4,180 7,330

四半期純利益 9,073 20,656

非支配株主に帰属する四半期純利益 658 785

親会社株主に帰属する四半期純利益 8,414 19,871

（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２四半期連結累計期間）
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

四半期純利益 9,073 20,656

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,927 △3,010

為替換算調整勘定 3,312 13,054

退職給付に係る調整額 165 88

持分法適用会社に対する持分相当額 401 1,291

その他の包括利益合計 5,807 11,424

四半期包括利益 14,880 32,080

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 13,832 30,314

非支配株主に係る四半期包括利益 1,048 1,765

（四半期連結包括利益計算書）
（第２四半期連結累計期間）
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 13,254 27,987

減価償却費 14,027 13,952

退職給付に係る資産負債の増減額 437 18

受取利息及び受取配当金 △1,104 △1,567

支払利息 160 174

為替差損益（△は益） △770 △1,551

持分法による投資損益（△は益） △614 △85

有形固定資産除売却損益（△は益） 88 73

関係会社出資金売却損 288 －

売上債権の増減額（△は増加） 20,560 △8,520

棚卸資産の増減額（△は増加） △7,490 △7,732

仕入債務の増減額（△は減少） △12,324 12,470

その他 △109 △2,844

小計 26,403 32,375

利息及び配当金の受取額 1,125 2,009

利息の支払額 △168 △225

法人税等の支払額 △3,372 △12,115

営業活動によるキャッシュ・フロー 23,987 22,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） 58 △3,670

有形固定資産の取得による支出 △14,018 △10,248

有形固定資産の売却による収入 78 100

無形固定資産の取得による支出 △395 △273

投資有価証券の取得による支出 △8 △1,009

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の

売却による収入
1,320 －

貸付けによる支出 △146 △191

貸付金の回収による収入 596 645

その他 △197 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,711 △14,657

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 11,766 2,164

短期借入金の返済による支出 △16,032 △11,749

長期借入金の返済による支出 △11,426 △8,091

社債の発行による収入 10,000 －

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 6,000 －

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △6,000 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 0 0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出
△1,012 －

リース債務の返済による支出 △205 △360

配当金の支払額 △2,736 △3,420

非支配株主への配当金の支払額 △197 △94

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,843 △21,552

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,580 1,266

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,013 △12,898

現金及び現金同等物の期首残高 78,986 91,894

現金及び現金同等物の四半期末残高 81,999 78,995

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）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。

（会計方針の変更）

(米国会計基準Topic842の適用)

　米国関係会社において「リース」（米国会計基準Topic842）を第１四半期連結会計期間の期首

から適用しております。

　米国会計基準Topic842の適用により、借手のリースは、原則として全てのリースを資産及び負

債として認識しております。米国会計基準Topic842の適用にあたっては、経過的な取扱いに従っ

ており、会計方針の変更による累積的影響額を適用開始日に認識する方法を採用しております。

　この結果、当第２四半期連結会計期間末における固定資産の無形固定資産は370百万円増加

し、流動負債のその他は220百万円増加、固定負債のリース債務は149百万円増加しております。

なお、当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

(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。これによる

四半期連結財務諸表への影響はありません。
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（単位：百万円）

報告セグメント
調整額
（注）

合計
懸架ばね シート 精密部品

産業機器
ほか

計

売上高

外部顧客への売上高 54,353 98,351 77,358 48,863 278,927 － 278,927

セグメント間の内部

売上高又は振替高
778 85 747 5,032 6,643 △6,643 －

計 55,131 98,436 78,106 53,896 285,570 △6,643 278,927

セグメント利益又は損失(△)

(営業利益又は営業損失(△))
△1,574 △1,876 8,679 5,064 10,292 － 10,292

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額
（注）

合計
懸架ばね シート 精密部品

産業機器
ほか

計

売上高

外部顧客への売上高 68,179 124,748 84,058 55,626 332,612 － 332,612

セグメント間の内部

売上高又は振替高
878 102 711 5,663 7,355 △7,355 －

計 69,057 124,850 84,770 61,290 339,968 △7,355 332,612

セグメント利益又は損失(△)

(営業利益又は営業損失(△))
△1,771 2,596 9,831 6,625 17,282 － 17,282

（セグメント情報等）
【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

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

（注）１　セグメント間の内部売上高又は振替高の調整額6,643百万円はセグメント間取引の消去であります。

２　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又は営業損失（△）と一致しており、

調整額はございません。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）

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

（注）１　セグメント間の内部売上高又は振替高の調整額7,355百万円はセグメント間取引の消去であります。

２　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又は営業損失（△）と一致しており、

調整額はございません。
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日本 アジア 米欧ほか 計
消去又は

全社
連結

売上高

　外部顧客に対する売上高 160,085 83,873 34,967 278,927 － 278,927

　セグメント間の内部売上高

　又は振替高
14,937 1,373 280 16,592 △16,592 －

計 175,023 85,247 35,248 295,519 △16,592 278,927

セグメント利益又は損失（△）

（営業利益又は営業損失(△)）
8,639 6,134 △4,481 10,292 － 10,292

日本 アジア 米欧ほか 計
消去又は

全社
連結

売上高

　外部顧客に対する売上高 184,280 94,859 53,472 332,612 － 332,612

　セグメント間の内部売上高

　又は振替高
17,127 1,960 831 19,919 △19,919 －

計 201,408 96,819 54,303 352,531 △19,919 322,612

セグメント利益又は損失（△）

（営業利益又は営業損失(△)）
12,378 7,494 △2,590 17,282 － 17,282

（参考情報）

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自  2021年４月１日  至  2021年９月30日）

（単位：百万円）

（注）１  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

      ２  本邦以外の区分に属する主な国又は地域

        （１）ア ジ ア・・・・タイ・マレーシア・中国・インド

        （２）米欧ほか・・・・アメリカ・メキシコ・オランダ・ハンガリー

当第２四半期連結累計期間（自  2022年４月１日  至  2022年９月30日）

（単位：百万円）

（注）１  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

      ２  本邦以外の区分に属する主な国又は地域

        （１）ア ジ ア・・・・タイ・マレーシア・中国・インド

        （２）米欧ほか・・・・アメリカ・メキシコ・オランダ・ハンガリー
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