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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）

(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 5,969 9.3 4 △98.0 1 △99.3 △10 ―

2022年3月期第2四半期 5,463 7.6 211 ― 203 187.6 134 58.4

（注）包括利益 2023年3月期第2四半期　　△11百万円 （―％） 2022年3月期第2四半期　　186百万円 （112.8％）

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 △2.13 ―

2022年3月期第2四半期 26.15 ―

(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2四半期 21,377 10,787 50.5

2022年3月期 21,088 11,252 53.4

（参考）自己資本 2023年3月期第2四半期 10,787百万円 2022年3月期 11,252百万円

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 ― 30.00 30.00

2023年3月期 ― 0.00

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、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 14,000 15.6 1,000 27.0 1,000 22.7 650 △2.0 132.39

（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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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 ： 有

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　（会計上の見積りの変更）」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2Q 4,825,050 株 2022年3月期 5,135,150 株

② 期末自己株式数 2023年3月期2Q 3,817 株 2022年3月期 3,692 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期2Q 4,909,897 株 2022年3月期2Q 5,131,475 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

　2022年４月26日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、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、実際の業績は今後のさまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。
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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事業環境は、国内外の経済活動が回復したことから消費や投資が拡大してお

り、国内企業の業況感は好調に推移しております。一方で円安やスクラップ等の物価上昇は経営環境に大きな影響

を及ぼしております。

　このような状況の中、当社の素形材部門では、機械製造業の回復による半導体製造装置向け鋳鋼品、工作機械向

け鋳鉄品の受注が増加しました。

　エンジニアリング部門では、高速道路及び鉄道で使用する橋梁部品や建築物向け柱脚の需要が安定し豊富な受注

残を確保しましたが、一方で大型プロジェクト案件の納期変更により当第2四半期連結累計期間では売上目標未達

となりました。

　これらの結果、売上高は5,969百万円、前年同期比9.3％増と伸長しましたが、当第２四半期連結累計期間の業績

予想売上高6,500百万円に対しては8.2％減少しています。

　コストについては、素形材部門において円安やスクラップ、合金等の物価上昇が予想を上回ったことにより限界

利益率が悪化、販売費および一般管理費は、積極的な営業活動を再開したこと等により前年同期比で増加しまし

た。

　以上の結果、当第2四半期連結累計期間の経常利益は1百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純損失は10百

万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

　総資産は、主として現金及び預金の増加により21,377百万円となりました。

　負債は、仕入債務と借入金の増加等により10,590百万円となりました。また純資産は自己株式の取得及び消却に

より10,787百万円となり、自己資本比率は50.5％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月期の業績予想につきましては、2022年４月26日に公表しました業績予想に変更はございません。
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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 356 631

受取手形、売掛金及び契約資産 5,158 3,508

電子記録債権 800 885

製品及び仕掛品 2,299 3,659

原材料及び貯蔵品 753 773

その他 177 222

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 9,545 9,680

固定資産

有形固定資産

土地 7,184 7,184

その他（純額） 3,564 3,721

有形固定資産合計 10,748 10,905

無形固定資産 130 121

投資その他の資産

その他 663 670

投資その他の資産合計 663 670

固定資産合計 11,543 11,697

資産合計 21,088 21,377

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 1,169 1,470

電子記録債務 793 1,079

短期借入金 2,375 2,485

未払法人税等 235 30

賞与引当金 181 177

役員賞与引当金 6 －

その他 715 749

流動負債合計 5,475 5,992

固定負債

長期借入金 525 785

再評価に係る繰延税金負債 2,141 2,141

役員退職慰労引当金 44 38

PCB処理引当金 221 223

退職給付に係る負債 1,392 1,373

その他 36 36

固定負債合計 4,360 4,597

負債合計 9,835 10,590

純資産の部

株主資本

資本金 2,627 2,627

資本剰余金 524 524

利益剰余金 3,324 2,859

自己株式 △4 △5

株主資本合計 6,472 6,007

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 11 10

土地再評価差額金 4,768 4,768

その他の包括利益累計額合計 4,780 4,779

純資産合計 11,252 10,787

負債純資産合計 21,088 21,377
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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 5,463 5,969

売上原価 4,659 5,293

売上総利益 803 676

販売費及び一般管理費 592 672

営業利益 211 4

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 3 1

投資有価証券売却益 2 －

受取補償金 － 29

その他 4 5

営業外収益合計 10 37

営業外費用

支払利息 4 10

PCB処理引当金繰入額 13 1

棚卸資産除却損 － 24

その他 0 4

営業外費用合計 18 40

経常利益 203 1

特別損失

固定資産除売却損 5 9

特別損失合計 5 9

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（△）
198 △8

法人税、住民税及び事業税 27 13

法人税等調整額 37 △11

法人税等合計 64 2

四半期純利益又は四半期純損失（△） 134 △10

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（△）
－ －

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（△）
134 △10

（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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 134 △10

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 52 △0

その他の包括利益合計 52 △0

四半期包括利益 186 △11

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 186 △11

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（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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（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）

（自己株式の取得）

　当社は、2022年４月26日開催の取締役会決議に基づき自己株式310,100株の取得を行いました。この結果、第１

四半期累計期間において自己株式が299百万円増加しています。

（自己株式の消却）

　当社は、2022年６月22日開催の取締役会決議に基づき、2022年７月29日付で自己株式310,100株を消却しまし

た。この結果、当第２四半期連結累計期間において利益剰余金及び自己株式が299百万円それぞれ減少していま

す。

（会計上の見積りの変更）

　当社は、当第２四半期連結会計期間において高濃度ＰＣＢを含有する照明用安定器が新たに見つかったため、今

後処理が必要な費用の見積りの変更を行いました。これに伴い、当第２四半期連結会計期間において、従来の見積

り金額と今回の見積り金額との差額１百万円をＰＣＢ処理引当金繰入額として営業外費用に計上しました。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の経常利益および税金等調整前四半期純利益は１百万円減少しておりま

す。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて）

　当社グループにおきましては、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は限定的で大きな影響は生じていませ

ん。翌連結会計年度についても状況に大幅な変更はないと仮定し、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積り

を実施して会計処理に反映しております。
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品種別
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）

前年同四半期比
（％）

素形材 4,109 26.7

エンジニアリング 2,392 63.8

その他 302 29.6

合計 6,803 37.8

品種別

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）
受注高

前年同
四半期比
（％）

当第２四半期連結会計期間末
（2022年９月30日）

受注残高

前年同
四半期比
（％）

素形材 4,753 47.2 3,901 28.0

エンジニアリング 4,551 77.2 5,910 117.0

その他 306 29.1 123 165.9

合計 9,612 59.2 9,935 70.8

品種別
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）

前年同四半期比
（％）

素形材 3,910 19.9

エンジニアリング 1,813 △8.3

その他 246 9.9

合計 5,969 9.3

３．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

①　品種別製品生産実績　　　　　　　　　　　　　                  （百万円）

　　（注）１　金額は製造原価によっております。

　２　上記金額には消費税等は含んでおりません。

②　品種別製品受注状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円）

　　（注）１　金額は販売価格によっております。

　２　上記金額には消費税等は含んでおりません。

③　品種別販売実績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円）

　　（注）上記金額には消費税等は含んでおりません。
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