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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 66,719 27.0 1,085 △4.7 1,182 △5.2 803 △5.9

2022年3月期第2四半期 52,521 ― 1,139 1,234.3 1,247 764.7 854 1,177.6

（注）包括利益 2023年3月期第2四半期　　466百万円 （△57.6％） 2022年3月期第2四半期　　1,101百万円 （166.0％）

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 82.19 ―

2022年3月期第2四半期 87.37 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2023年3月期第2四半期 76,766 25,845 33.7 2,642.97

2022年3月期 75,096 25,769 34.3 2,635.22

（参考）自己資本 2023年3月期第2四半期 25,845百万円 2022年3月期 25,769百万円

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 ― 40.00 ― 40.00 80.00

2023年3月期 ― 45.00

2023年3月期（予想） ― 45.00 90.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

配当予想の修正については、本日（2022年10月28日）公表いたしました「業績予想および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）

（％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 156,820 34.6 2,407 △3.0 2,650 △3.0 1,811 △4.0 185.20

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

連結業績予想の修正については、本日（2022年10月28日）公表いたしました「業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。



※ 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 ： 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2Q 11,103,500 株 2022年3月期 11,103,500 株

② 期末自己株式数 2023年3月期2Q 1,324,678 株 2022年3月期 1,324,653 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期2Q 9,778,826 株 2022年3月期2Q 9,779,195 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
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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

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、ウィズコロナ下での社会経済活動の正常化を目指す一方で、

ウクライナ戦争や欧米の金融引締めへの転換という世界情勢の激変が、急激な円安と物価高騰を招いています。

　経済活動においては、海外依存度の高いエネルギーの安全保障の課題が深刻化し、半導体をはじめとする部品供

給網も回復途上にあり、製造業は正常稼働に届かぬまま上期を終えました。

　また、当社を取り巻く鉄鋼業界においては、輸入原材料と諸コストの値上がり影響を受け、大幅な鋼材価格の上

昇が継続しています。昨年度は供給不足も重なっての上昇であったものが、足元は市中在庫が極めて高い水準にあ

り、今後の価格動向は不透明な状況にあります。

　このような環境下、当社グループは収益の維持に努め、着実にシェアアップを図ってまいりました。加えて、加

工機能を担う子会社は、今後の受注量増加に備え、生産性向上に取り組みました。

　その結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は667億19百万円（前年同期比27.0％増）となり

ました。営業利益は10億85百万円（同4.7％減）、経常利益は11億82百万円（同5.2％減）、親会社株主に帰属する

四半期純利益は８億３百万円（同5.9％減）の結果となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産）

　当第２四半期連結会計期間末における流動資産は639億42百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億92百万円

増加しました。これは主に現金及び預金の増加13億円、売上債権（受取手形及び売掛金、電子記録債権）の増加13

億90百万円、商品の増加４億94百万円によるものであります。また、固定資産は127億93百万円となり、前連結会

計年度末に比べ６億20百万円減少しました。これは主に投資有価証券の時価の下落による減少４億59百万円による

ものであります。

　この結果、総資産は767億66百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億69百万円増加しました。

(負債）

　当第２四半期連結会計期間末における流動負債は417億９百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億78百万円

減少しました。これは主に１年内償還予定の社債の減少15億円によるものであります。また、固定負債は92億11百

万円となり、前連結会計年度末に比べ30億71百万円増加しました。これは主に長期借入金の増加32億25百万円によ

るものであります。

　この結果、負債は509億20百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億93百万円増加しました。

(純資産）

　当第２四半期連結会計期間末における純資産は258億45百万円となり、前連結会計年度末に比べ75百万円増加し

ました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益の計上８億３百万円、その他有価証券評価差額金の減少３

億17百万円、配当金の支払３億91百万円によるものであります。

　この結果、自己資本比率は33.7％（前連結会計年度末は34.3％）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

　連結業績予想及び配当予想につきましては、今後の業績見込みを勘案して修正しております。詳細につきまして

は、本日（2022年10月28日）公表いたしました「業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧くださ

い。
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（単位：千円）

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 2,886,663 4,186,950

受取手形及び売掛金 27,337,238 27,628,898

電子記録債権 10,798,748 11,898,087

商品 19,612,311 20,107,036

その他 1,018,957 125,909

貸倒引当金 △3,818 △3,955

流動資産合計 61,650,101 63,942,928

固定資産

有形固定資産 6,628,966 6,487,333

無形固定資産 40,004 33,656

投資その他の資産

投資有価証券 6,040,773 5,581,550

その他 711,254 697,935

貸倒引当金 △7,294 △7,295

投資その他の資産合計 6,744,733 6,272,191

固定資産合計 13,413,704 12,793,181

繰延資産 32,955 29,960

資産合計 75,096,761 76,766,069

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 13,899,065 13,509,385

電子記録債務 3,770,891 4,091,127

短期借入金 20,600,000 20,500,000

１年内償還予定の社債 1,500,000 －

１年内返済予定の長期借入金 1,774,700 2,291,300

未払法人税等 737,971 394,852

賞与引当金 226,736 241,300

その他 678,220 681,574

流動負債合計 43,187,584 41,709,540

固定負債

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 3,112,500 6,337,500

その他 2,027,312 1,873,887

固定負債合計 6,139,812 9,211,387

負債合計 49,327,397 50,920,928

純資産の部

株主資本

資本金 2,310,000 2,310,000

資本剰余金 1,802,654 1,802,654

利益剰余金 18,270,939 18,683,493

自己株式 △1,056,591 △1,056,622

株主資本合計 21,327,002 21,739,525

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,126,000 2,808,384

土地再評価差額金 977,583 977,583

退職給付に係る調整累計額 338,776 319,646

その他の包括利益累計額合計 4,442,360 4,105,615

純資産合計 25,769,363 25,845,140

負債純資産合計 75,096,761 76,766,069

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：千円）

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 52,521,509 66,719,872

売上原価 49,035,248 63,129,182

売上総利益 3,486,261 3,590,690

販売費及び一般管理費 2,347,245 2,505,591

営業利益 1,139,016 1,085,098

営業外収益

受取利息 134 147

受取配当金 80,114 88,593

仕入割引 32,117 43,195

受取賃貸料 52,161 50,913

雑収入 22,109 66,759

営業外収益合計 186,637 249,609

営業外費用

支払利息 29,209 41,761

支払手数料 － 70,000

持分法による投資損失 2,135 5,111

賃貸費用 37,434 29,148

雑損失 9,715 6,044

営業外費用合計 78,494 152,066

経常利益 1,247,159 1,182,641

税金等調整前四半期純利益 1,247,159 1,182,641

法人税、住民税及び事業税 413,964 370,715

法人税等調整額 △21,248 8,218

法人税等合計 392,715 378,933

四半期純利益 854,443 803,708

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益 854,443 803,708

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 255,147 △318,259

退職給付に係る調整額 △7,581 △19,129

持分法適用会社に対する持分相当額 △279 643

その他の包括利益合計 247,286 △336,745

四半期包括利益 1,101,729 466,962

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,101,729 466,962

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

（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）

該当事項はありません。
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