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(百万円未満切捨て)

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 21,145 1.9 777 △14.8 1,023 △10.2 836 10.8

2022年３月期第２四半期 20,745 10.5 912 13.6 1,140 16.8 754 14.6
(注) 包括利益 2023年３月期第２四半期 632百万円( △22.6％) 2022年３月期第２四半期 817百万円( △13.1％)
　

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 82.99 ―

2022年３月期第２四半期 74.13 ―
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（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 37,688 32,597 86.5

2022年３月期 38,314 32,267 84.2
(参考) 自己資本 2023年３月期第２四半期 32,597百万円 2022年３月期 32,267百万円
　　　

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 ― 30.00 ― 30.00 60.00

2023年３月期 ― 30.00

2023年３月期(予想) ― 30.00 60.00

(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 45,150 4.7 2,230 7.4 2,690 5.9 1,780 8.6 176.62
(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 ： 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 11,399,237株 2022年３月期 11,399,237株

② 期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 1,320,972株 2022年３月期 1,320,972株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Ｑ 10,078,265株 2022年３月期２Ｑ 10,178,809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「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わが国の経済は、新型コロナウイルス感染による影響が一応の落ち着きを取

り戻し、経済活動は正常化に向かいつつあるものの、一方で海外発の景気減速懸念が強まっています。ウクライナ

紛争及び対露経済制裁の長期化や世界的規模での資源・原材料高騰、供給制約や物流混乱による生産活動の低下に

よる影響が続いております。米国景気は堅調に推移しているものの、中国経済は大幅に減速していることに加え、

急激な円安進行の影響もあり、国内の生産活動は大きな影響を受けております。しかしながら、企業業績全体では、

緩やかな改善状況が続き底堅い状況にあり、また設備投資については、脱炭素化やデジタル化など新型コロナウイ

ルスの影響で先送りされてきた投資計画が実行に移ることによる反動もあり、高い伸びが続いております。

このような状況のもと当社グループは、昨年２月に創業100周年(2021年)を迎え、次に目指す200周年に向けて第

３次中期経営計画『MOOVING ONE』を策定しました。第３次中期経営計画『MOOVING ONE』の「５つの方針」であ

る ①事業戦略 ②新規市場開発 ③ＩＴ分野への投資 ④人材育成への取組み ⑤環境問題への取組みに基づき、

大きく変化する環境のもと、顧客の視点に立ち、グループ一致団結し、積極的な事業展開を図り、企業価値の向上

に取り組んでまいりました。

その結果、当第２四半期連結累計期間は、売上高211億45百万円（前年同期比1.9％増）、経常利益10億23百万円

（前年同期比10.2％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益８億36百万円（前年同期比10.8％増）となりまし

た。

（２）財政状態に関する説明

　当第２四半期連結会計期間末における総資産は376億88百万円となり前連結会計年度末に比べ６億25百万円減少し

ております。資産につきましては主に現金及び預金が７億98百万円、建設仮勘定が94百万円増加する一方で、受取

手形及び売掛金が９億34百万円、電子記録債権が３億24百万円、投資有価証券が２億80百万円減少したためであり

ます。負債は50億91百万円となり前連結会計年度末に比べ９億56百万円減少しております。これは主に買掛金が５

億53百万円、未払金が２億21百万円、未払法人税等が１億57百万円減少したためであります。また純資産は325億97

百万円となり前連結会計年度末に比べ３億30百万円増加しております。これは主に利益剰余金が５億34百万円増加

する一方、その他有価証券評価差額金が１億99百万円減少したためであります。

　 キャッシュ・フローの状況の分析

　当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資産」という。）は、前連結会計年度末より

７億74百万円増加し、88億47百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状

況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動より得られた資金は13億70百万円（前年同四半期は７億49百万円の収入）となりました。これは主に、

税金等調整前四半期純利益11億45百万円、売上債権の減少12億58百万円の収入に対し、仕入債務の減少５億55百万

円、法人税等の支払額４億10百万円の支出によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動に使用した資金は２億93百万円（前年同四半期は６億38百万円の使用）となりました。これは主に、有

形固定資産の取得による３億34百万円、無形固定資産の取得による55百万円の支出に対して有形固定資産の売却１

億31百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動に使用した資金は３億２百万円（前年同四半期は10億43百万円の使用）となりました。これは、配当金

の支払３億２百万円によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　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から変更はありません。

　業績予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づいて判断しているため、多分に不確

定要素を含んでおります。実際の業績は業況の変化により予想数値と異なる可能性があります。
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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 8,188,736 8,986,820

受取手形及び売掛金 10,404,962 9,470,646

電子記録債権 4,594,163 4,269,837

商品 1,550,054 1,589,063

その他 177,631 184,450

貸倒引当金 △1,687 △1,555

流動資産合計 24,913,861 24,499,262

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,357,908 2,372,491

構築物（純額） 42,946 47,776

車両運搬具（純額） 71,970 83,143

工具、器具及び備品（純額） 130,512 104,705

土地 5,837,052 5,828,552

建設仮勘定 35,970 130,000

有形固定資産合計 8,476,360 8,566,670

無形固定資産

電話加入権 38,894 38,894

ソフトウエア 207,706 178,694

のれん 412,835 384,033

ソフトウエア仮勘定 ― 43,010

無形固定資産合計 659,436 644,631

投資その他の資産

投資有価証券 3,475,623 3,194,735

出資金 14,860 14,860

退職給付に係る資産 468,630 472,266

差入保証金 219,884 210,758

その他 90,491 88,534

貸倒引当金 △4,280 △2,720

投資その他の資産合計 4,265,210 3,978,434

固定資産合計 13,401,006 13,189,736

資産合計 38,314,868 37,688,999
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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)

負債の部

流動負債

買掛金 3,592,237 3,038,961

未払金 374,212 152,648

未払費用 573,652 574,659

未払法人税等 539,150 381,689

未払消費税等 59,564 66,535

その他 109,299 126,601

流動負債合計 5,248,117 4,341,095

固定負債

長期未払金 231,250 231,250

長期預り保証金 149,318 148,518

繰延税金負債 269,780 220,530

退職給付に係る負債 148,737 149,799

固定負債合計 799,085 750,098

負債合計 6,047,203 5,091,194

純資産の部

株主資本

資本金 2,597,406 2,597,406

資本剰余金 2,529,295 2,529,295

利益剰余金 28,414,125 28,948,177

自己株式 △2,549,906 △2,549,906

株主資本合計 30,990,921 31,524,973

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,237,618 1,038,139

退職給付に係る調整累計額 39,124 34,692

その他の包括利益累計額合計 1,276,743 1,072,831

純資産合計 32,267,664 32,597,804

負債純資産合計 38,314,868 37,688,999
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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２四半期連結累計期間

(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 20,745,975 21,145,529

売上原価 16,783,031 17,154,928

売上総利益 3,962,944 3,990,600

販売費及び一般管理費 3,050,832 3,213,132

営業利益 912,111 777,467

営業外収益

受取利息 411 248

受取配当金 29,754 39,426

仕入割引 141,613 145,541

不動産賃貸料 51,895 52,918

その他 8,512 8,973

営業外収益合計 232,188 247,109

営業外費用

支払利息 629 620

自己株式取得費用 3,148 ―

その他 521 692

営業外費用合計 4,298 1,312

経常利益 1,140,001 1,023,264

特別利益

固定資産売却益 6,804 122,025

特別利益合計 6,804 122,025

特別損失

固定資産除売却損 981 ―

特別損失合計 981 ―

税金等調整前四半期純利益 1,145,825 1,145,289

法人税、住民税及び事業税 368,708 263,603

法人税等調整額 22,540 45,286

法人税等合計 391,248 308,890

四半期純利益 754,577 836,399

非支配株主に帰属する四半期純利益 ― ―

親会社株主に帰属する四半期純利益 754,577 836,399
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(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)

四半期純利益 754,577 836,399

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 72,492 △199,479

退職給付に係る調整額 △9,994 △4,432

その他の包括利益合計 62,497 △203,912

四半期包括利益 817,074 632,487

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 817,074 632,487

非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(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)

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 1,145,825 1,145,289

減価償却費 165,128 159,537

のれん償却額 28,802 28,802

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 45 680

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △20,151 △9,639

受取利息及び受取配当金 △30,166 △39,674

支払利息 629 620

有形固定資産除売却損益（△は益） △5,823 △122,025

売上債権の増減額（△は増加） 284,586 1,258,642

棚卸資産の増減額（△は増加） 94,106 △39,009

仕入債務の増減額（△は減少） △440,273 △555,247

その他 △183,169 △85,067

小計 1,039,540 1,742,909

利息及び配当金の受取額 29,795 39,348

利息の支払額 △1,261 △1,161

法人税等の支払額 △318,209 △410,501

営業活動によるキャッシュ・フロー 749,864 1,370,595

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △91,234 △91,235

定期預金の払戻による収入 67,234 67,234

有形固定資産の取得による支出 △528,553 △334,099

有形固定資産の売却による収入 12,637 131,175

投資有価証券の取得による支出 △9,084 △11,175

無形固定資産の取得による支出 △89,651 △55,594

投資活動によるキャッシュ・フロー △638,652 △293,693

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △428,960 －

配当金の支払額 △614,284 △302,818

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,043,244 △302,818

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △932,032 774,083

現金及び現金同等物の期首残高 9,279,991 8,073,510

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,347,959 8,847,594
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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）

　 該当事項はありません。

　


