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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 3,208 4.7 △94 ― △83 ― △67 ―

2022年3月期第2四半期 3,065 3.3 △111 ― △120 ― △73 ―

（注）包括利益 2023年3月期第2四半期　　△71百万円 （―％） 2022年3月期第2四半期　　△89百万円 （―％）

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 △70.70 ―

2022年3月期第2四半期 △61.18 ―

(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 6,624 2,248 33.9 2,348.43

2022年3月期 6,584 2,356 35.8 2,460.85

（参考）自己資本 2023年3月期第2四半期 2,248百万円 2022年3月期 2,356百万円

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 ― 38.00 38.00

2023年3月期 ― 0.00

2023年3月期（予想） ― 60.00 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 8,000 6.9 314 23.3 324 20.6 210 △4.1 219.31

（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 ： 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 962,948 株 2022年3月期 962,948 株

② 期末自己株式数 2023年3月期2Q 5,407 株 2022年3月期 5,407 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期2Q 957,541 株 2022年3月期2Q 1,197,453 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当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２四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対策に伴う政府による移動制限に

緩和がなされたものの、ロシアのウクライナ侵攻継続によるエネルギー供給体制の変化に加え、半導体や鋼材等の

供給制約を主因とする需給影響による資材価格の高騰等、経済活動へのマイナス影響が続いております。また、今

後の見通しとしましては、急激な円安進行を主因とする為替影響による輸入資材価格の高騰が10月以降も続いてい

る等、先行きについては依然、不透明な状況が続くものと予想されます。

　このような経営環境の中で、当社グループは『お客様が求める環境作りのために私たち(社員)はお客様の声を起

点に農と住の明日を創造する会社を目指します』を事業骨子とし、引き続き販売力の強化や新製品の開発に取り組

んでまいりました。

　当社グループが主力としております熱機器事業は、持続的な販売活動の積み重ね等により、農用熱機器販売及び

農用施設工事受注が伸び前年同期に比べ売上高が増加いたしました。

　その結果、総売上高は32億８百万円(前年同期比4.7%増)となりました。

　損益面においては、鋼材価格等の上昇影響やＩｏＴ用アプリ等開発費用が嵩んだことにより支出増となりました

が、売上高の増加により営業損失は９千４百万円(前年同期１億１千１百万円の営業損失)、経常損失は８千３百万

円(前年同期１億２千万円の経常損失)となり、親会社株主に帰属する四半期純損失は６千７百万円(前年同期７千

３百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失)と、それぞれ前年同期を上回る結果となりました。

[熱機器事業]

　当社グループが主力としております熱機器事業の農用機器は、持続的な販売活動の積み重ね等により、農用熱機

器販売及び農用施設工事受注が伸び、熱機器事業の売上高29億１千４百万円(前年同期比3.9%増)となりました。

[衛生機器事業]

　衛生機器事業においては、簡易水洗便器市場の縮小があるものの、レンタル用仮設トイレ向けの販売活動等によ

り、売上高は２億５千２百万円(前年同期比6.9%増)となりました。

[その他事業]

　その他事業におきましては、農産物販売の増加等により売上高は４千１百万円(前年同期比74.8%増)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、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金が２億８百万円、棚

卸資産が３億７千３百万円増加しましたが、売上債権が６億９千４百万円減少したこと等により、７千６百万円の

減少となりました。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べ、有形固定資産が１億１百万円増加したこと等により、１億１千７百万円

の増加となりました。

[負債]

　当第２四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ、短期借入金が４千４百万円増加し

ましたが、未払法人税等が３千１百万円、流動負債の「その他」に含まれる未払金が２千６百万円、流動負債の

「その他」に含まれる設備支払手形が３千万円減少したこと等により、４千８百万円の減少となりました。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べ、長期借入金が２億８百万円増加したこと等により１億９千６百万円の増

加となりました。

[純資産]

　当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ、親会社株主に帰属する四半期純損失

を６千７百万円計上したこと等により、１億７百万円の減少となりました。

　以上の結果、前連結会計年度末に比べ、総資産は４千万円増加し、66億２千４百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2023年３月期の業績予想については、2022年５月10日に公表いたしました数値から変更しておりません。
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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 432,322 640,942
受取手形及び売掛金 2,332,180 1,882,729
電子記録債権 542,783 297,719
商品及び製品 281,994 429,126
仕掛品 131,675 182,901
原材料及び貯蔵品 842,346 1,017,042
その他 59,501 95,356
貸倒引当金 △333 △221
流動資産合計 4,622,470 4,545,598

固定資産
有形固定資産

建物及び構築物（純額） 729,300 712,276
その他（純額） 465,120 583,449
有形固定資産合計 1,194,420 1,295,726

無形固定資産 112,923 106,464
投資その他の資産

その他 654,985 677,401
貸倒引当金 △26 △212
投資その他の資産合計 654,959 677,189

固定資産合計 1,962,302 2,079,380
資産合計 6,584,773 6,624,979

負債の部
流動負債

支払手形及び買掛金 643,570 594,620
電子記録債務 521,187 586,193
短期借入金 1,056,381 1,101,352
未払法人税等 44,251 12,937
賞与引当金 98,183 95,644
製品保証引当金 11,842 2,172
その他 231,994 166,163
流動負債合計 2,607,409 2,559,083

固定負債
長期借入金 660,882 869,628
役員退職慰労引当金 43,350 45,365
退職給付に係る負債 890,699 869,391
資産除去債務 14,080 14,080
製品保証引当金 － 7,607
その他 11,986 11,109
固定負債合計 1,620,998 1,817,182

負債合計 4,228,408 4,376,266
純資産の部

株主資本
資本金 601,424 601,424
資本剰余金 150,601 150,601
利益剰余金 1,577,140 1,473,051
自己株式 △8,980 △8,980
株主資本合計 2,320,184 2,216,096

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 2,863 2,856
為替換算調整勘定 △11,807 △10,264
退職給付に係る調整累計額 45,124 40,025
その他の包括利益累計額合計 36,180 32,617

純資産合計 2,356,365 2,248,713
負債純資産合計 6,584,773 6,624,979

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 3,065,440 3,208,338

売上原価 1,981,300 2,047,964

売上総利益 1,084,139 1,160,374

販売費及び一般管理費 1,195,845 1,255,150

営業損失（△） △111,705 △94,776

営業外収益

受取利息 9 10

受取配当金 1,781 1,423

受取補償金 2,060 6,623

補助金収入 － 6,381

その他 5,928 7,265

営業外収益合計 9,780 21,705

営業外費用

支払利息 6,839 8,453

その他 11,671 2,300

営業外費用合計 18,510 10,753

経常損失（△） △120,436 △83,825

特別利益

投資有価証券売却益 33,047 －

受取保険金 － 4,388

特別利益合計 33,047 4,388

特別損失

固定資産除却損 887 833

支払補償費 － 4,592

特別損失合計 887 5,425

税金等調整前四半期純損失（△） △88,276 △84,862

法人税、住民税及び事業税 10,263 2,369

法人税等調整額 △25,274 △19,530

法人税等合計 △15,010 △17,160

四半期純損失（△） △73,265 △67,701

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損失（△） △73,265 △67,701

（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：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)

四半期純損失（△） △73,265 △67,701

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △20,188 △6

為替換算調整勘定 8,972 1,542

退職給付に係る調整額 △4,963 △5,099

その他の包括利益合計 △16,179 △3,563

四半期包括利益 △89,445 △71,265

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △89,445 △71,265

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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（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損失（△） △88,276 △84,862

減価償却費 85,001 87,602

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △6,206 △25,271

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 1,403 580

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,015 2,015

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,205 △2,539

貸倒引当金の増減額（△は減少） 308 73

製品保証引当金の増減額（△は減少） △90 △2,062

受取利息及び受取配当金 △1,791 △1,433

受取地代家賃 △4,200 △4,200

支払利息 6,839 8,453

投資有価証券売却損益（△は益） △33,047 －

固定資産除却損 887 833

支払補償費 － 4,592

受取保険金 － △4,388

売上債権の増減額（△は増加） 574,853 697,491

棚卸資産の増減額（△は増加） △148,000 △370,713

仕入債務の増減額（△は減少） 112,577 12,687

その他 6,178 △76,365

小計 503,246 242,493

利息及び配当金の受取額 1,791 1,433

利息の支払額 △7,150 △8,462

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 64 △19,074

保険金の受取額 － 4,388

補償金の支払額 － △4,592

営業活動によるキャッシュ・フロー 497,951 216,186

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △106,249 △215,344

無形固定資産の取得による支出 △32,773 △12,000

投資有価証券の売却による収入 41,207 －

その他 △1,113 △791

投資活動によるキャッシュ・フロー △98,929 △228,135

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 250,000 100,000

短期借入金の返済による支出 △150,000 △100,000

長期借入れによる収入 － 500,000

長期借入金の返済による支出 △224,524 △246,283

配当金の支払額 △35,487 △36,217

リース債務の返済による支出 △12,004 △571

財務活動によるキャッシュ・フロー △172,016 216,927

現金及び現金同等物に係る換算差額 △198 3,642

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 226,806 208,620

現金及び現金同等物の期首残高 516,055 359,322

現金及び現金同等物の四半期末残高 742,861 567,942

（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。
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