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(百万円未満切捨て)

（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 134,713 23.6 2,777 15.8 3,223 22.6 2,138 23.7
2022年３月期第２四半期 108,974 － 2,398 261.6 2,630 186.8 1,728 93.3

（注）包括利益 2023年３月期第２四半期 1,851百万円（△12.9％） 2022年３月期第２四半期 2,126百万円（27.4％）

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 101.31 98.79
2022年３月期第２四半期 81.38 79.46

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 158,244 52,095 32.7
2022年３月期 152,090 50,933 33.2

（参考）自己資本 2023年３月期第２四半期 51,718百万円 2022年３月期 50,550百万円

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 － 24.00 － 34.00 58.00

2023年３月期 － 29.00

2023年３月期（予想） － 34.00 63.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 有

（％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 270,000 14.3 5,700 △0.6 6,300 0.6 5,700 41.9 270.00

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

１．2023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

配当予想の修正については、本日（2022年11月８日）公表いたしました「通期業績予想及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）

連結業績予想の修正については、本日（2022年11月８日）公表いたしました「通期業績予想及び配当予想の修正に

関するお知らせ」をご覧ください。



（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

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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年３月期２Q 21,799,050株 2022年３月期 21,799,050株

②  期末自己株式数 2023年３月期２Q 654,147株 2022年３月期 733,085株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Q 21,111,069株 2022年３月期２Q 21,244,821株

※  注記事項

新規  －社  （社名）、除外  －社  （社名）

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　（注）詳細は、添付資料９ページ「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）」をご覧下さい。

（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、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３ページ「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」をご覧下さい。
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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我が国経済は、新型コロナウイルス感染状況が落ち着き、経済活動は正常

化に向かいましたが、引き続き原材料の高騰や急激な円安が進行するなど、依然として不透明な状況が続いてお

ります。一方で、製造業においては部品供給の遅れによる影響はあるものの、生産活動の再開が進み、底堅く推

移しました。

　このような状況下におきまして、当社グループは、引き続き第二次中期経営計画で掲げた経営目標の進捗状況

を管理しながら各重点課題に取り組んでおり、当第２四半期連結累計期間の連結業績は、売上高は1,347億1千3

百万円（前年同期比23.6％増）、営業利益は27億7千7百万円（前年同期比15.8％増）、経常利益は32億2千3百万

円（前年同期比22.6％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は21億3千8百万円（前年同期比23.7％増）とな

りました。

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

① 鉄鋼事業

鉄鋼事業においては、鋼材価格の上昇による影響に加え、主要取引業界である商用車業界や国内の建産機業界

向けの販売が堅調に推移したこと等により、売上高は896億2千万円（前年同期比26.9％増）、営業利益は18億2

千5百万円（前年同期比33.7％増）となりました。

② 非鉄金属事業

非鉄金属事業においては、地金相場の変動による影響に加え、主要取引業界である商用車業界向けの販売が堅

調に推移したこと等により、売上高は199億4千5百万円（前年同期比21.9％増）となりましたが、輸入品等の仕

入コストが増加したこと等により、営業利益は1億6千2百万円（前年同期比7.2％減）となりました。

③ 電子事業

電子事業においては、主力のプリント配線基板用積層板の販売は調整局面となったものの、液晶、半導体向け

部材の輸出及び部品の販売が堅調に推移したこと等により、売上高は149億7千5百万円（前年同期比18.2％

増）、営業利益は6億1千9百万円（前年同期比39.5％増）となりました。

④ ライフ営業事業

ライフ営業事業においては、外出自粛による在宅での消費需要が高まる中、前期に引き続き自社商品販売を推

進しましたが、輸入品等の仕入コストが増加したこと等により、売上高は45億3千7百万円（前年同期比13.7％

減）、営業利益は1億8千7百万円（前年同期比60.8％減）となりました。

⑤ 機械・工具事業

機械・工具事業においては、国内の拠点網を活用しながら、取引先への販売活動を積極的に推進したこと等に

より、売上高は33億3千6百万円（前年同期比38.4％増）、営業損失は3千8百万円（前年同期は営業損失5千6百万

円）となりました。

⑥ 営業開発事業

営業開発事業においては、主力の商材及び工事案件を適宜受注したこと等により、売上高は22億9千6百万円

（前年同期比38.6％増）、営業利益は2千2百万円（前年同期は営業損失6百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

① 資産

　当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べて61億5千3百万円増加し、

1,582億4千4百万円となりました。その要因の主なものは、流動資産において、売掛金が増加したこと等により

73億7千3百万円増加したことであります。

② 負債

　当第２四半期連結会計期間末の負債につきましては、前連結会計年度末に比べて49億9千1百万円増加し、

1,061億4千8百万円となりました。その要因の主なものは、流動負債において、買掛金が増加したこと等により

22億3千6百万円増加したこと、固定負債において、長期借入金が増加したこと等により27億5千4百万円増加した

ことであります。

③ 純資産

　当第２四半期連結会計期間末の純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて11億6千2百万円増加し、

520億9千5百万円となりました。その要因の主なものは、株主資本において、利益剰余金が14億円増加したこと

であります。

- 2 -

佐藤商事㈱(8065)　2023年３月期　第２四半期決算短信



④ キャッシュ・フローの状況

（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が32億7千5百万円となりましたが、売上債権の増加額60億9千2百万円、仕入債務の

増加額13億3千2百万円、棚卸資産の増加額20億4千2百万円、減価償却費4億7千9百万円、法人税等の支払額14億3

千2百万円等により、18億4千7百万円の支出となりました。

（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4億5千万円、有形固定資産の売却による収入2億2千万円等により、1億円の支

出となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　短期借入金の純減額22億5百万円、長期借入れによる収入58億円、長期借入金の返済による支出15億6千6百万

円等により、13億1千2百万円の収入となりました。

　これらの結果から、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は前連結会計年度末に比べ4億5

千6百万円減少し、24億1千8百万円となりました。

（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月期の連結及び個別業績予想につきましては、車載用の半導体や部品不足による自動車減産などの影

響が長期化しており引き続き注視していく必要がありますが、上期での材料価格の上昇による影響に加え、商用

車及び建産機業界等の生産回復が堅調に推移したことにより、前回予想を上回る見通しであります。この結果、

通期の業績は、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のいずれも前回公表した業績予

想の数値を上回る見込みとなったため、業績予想を上方修正いたします。

　詳細につきましては、本日（2022年11月８日）公表いたしました「通期業績予想及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：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 2,935 2,478

受取手形 9,104 9,216

電子記録債権 20,628 22,471

売掛金 50,647 55,651

契約資産 253 －

商品及び製品 28,167 30,635

その他 6,326 4,994

貸倒引当金 △211 △222

流動資産合計 117,853 125,226

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,671 5,480

土地 8,860 8,865

その他（純額） 1,722 1,905

有形固定資産合計 16,254 16,250

無形固定資産 162 182

投資その他の資産

投資有価証券 15,862 14,623

繰延税金資産 77 67

退職給付に係る資産 633 708

その他 1,392 1,700

貸倒引当金 △130 △491

投資損失引当金 △14 △25

投資その他の資産合計 17,820 16,584

固定資産合計 34,237 33,017

資産合計 152,090 158,244

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

買掛金 50,303 51,705

電子記録債務 10,432 10,916

短期借入金 21,981 21,356

未払法人税等 1,467 1,097

契約負債 210 809

賞与引当金 1,679 1,591

その他 2,020 2,855

流動負債合計 88,095 90,332

固定負債

長期借入金 9,999 13,074

繰延税金負債 2,509 2,180

退職給付に係る負債 135 147

役員退職慰労引当金 66 69

その他 349 344

固定負債合計 13,061 15,816

負債合計 101,157 106,148

純資産の部

株主資本

資本金 1,321 1,321

資本剰余金 862 838

利益剰余金 42,072 43,473

自己株式 △740 △660

株主資本合計 43,516 44,973

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 6,325 5,455

繰延ヘッジ損益 8 △1

為替換算調整勘定 700 1,290

その他の包括利益累計額合計 7,034 6,745

新株予約権 374 367

非支配株主持分 8 9

純資産合計 50,933 52,095

負債純資産合計 152,090 158,244
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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 108,974 134,713

売上原価 99,853 124,246

売上総利益 9,121 10,467

販売費及び一般管理費 6,723 7,689

営業利益 2,398 2,777

営業外収益

受取利息 2 2

受取配当金 184 281

受取賃貸料 73 74

仕入割引 29 28

持分法による投資利益 － 16

雇用調整助成金 7 6

為替差益 10 184

その他 44 34

営業外収益合計 352 630

営業外費用

支払利息 68 125

売上債権売却損 1 6

賃貸費用 27 27

持分法による投資損失 0 －

その他 23 25

営業外費用合計 120 183

経常利益 2,630 3,223

特別利益

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 8 62

特別利益合計 8 62

特別損失

固定資産除売却損 4 1

投資有価証券評価損 0 －

投資損失引当金繰入額 4 10

特別損失合計 8 11

税金等調整前四半期純利益 2,629 3,275

法人税、住民税及び事業税 909 1,061

法人税等調整額 △9 74

法人税等合計 900 1,135

四半期純利益 1,729 2,139

非支配株主に帰属する四半期純利益 0 1

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,728 2,138

（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 1,729 2,139

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 497 △869

繰延ヘッジ損益 2 △9

為替換算調整勘定 △93 587

持分法適用会社に対する持分相当額 △9 3

その他の包括利益合計 396 △288

四半期包括利益 2,126 1,851

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,126 1,849

非支配株主に係る四半期包括利益 0 1

（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 2,629 3,275

減価償却費 483 479

貸倒引当金の増減額（△は減少） 109 370

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1 2

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △68 △74

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 7 11

受取利息及び受取配当金 △187 △284

支払利息 68 125

持分法による投資損益（△は益） 0 △16

投資有価証券売却損益（△は益） △8 △62

固定資産除売却損益（△は益） 3 0

売上債権の増減額（△は増加） △5,515 △6,092

棚卸資産の増減額（△は増加） △5,180 △2,042

仕入債務の増減額（△は減少） 6,713 1,332

その他 △3,268 2,393

小計 △4,210 △580

利息及び配当金の受取額 199 284

利息の支払額 △70 △118

法人税等の支払額 △786 △1,432

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,869 △1,847

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 △148 △450

有形固定資産の売却による収入 1 220

無形固定資産の取得による支出 △8 △57

投資有価証券の取得による支出 △148 △11

投資有価証券の売却による収入 14 62

貸付けによる支出 △67 △15

貸付金の回収による収入 111 94

その他 17 57

投資活動によるキャッシュ・フロー △228 △100

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 7,646 △2,205

長期借入れによる収入 900 5,800

長期借入金の返済による支出 △2,758 △1,566

自己株式の取得による支出 △399 △0

配当金の支払額 △491 △709

その他 21 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,918 1,312

現金及び現金同等物に係る換算差額 14 177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △163 △456

現金及び現金同等物の期首残高 2,367 2,875

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,203 2,418

（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）

（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。）を当第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。これによる影響はありません。

（単位：百万円）

鉄鋼事業 非鉄金属事業 電子事業 ライフ営業事業機械・工具事業 営業開発事業

四半期連結損益

計算書計上額

（注）

売上高

外部顧客への売上高 70,616 16,361 12,669 5,259 2,411 1,656 108,974

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － － －

計 70,616 16,361 12,669 5,259 2,411 1,656 108,974

セグメント利益

又は損失（△）
1,364 174 444 476 △56 △6 2,398

（単位：百万円）

鉄鋼事業 非鉄金属事業 電子事業 ライフ営業事業機械・工具事業 営業開発事業

四半期連結損益

計算書計上額

（注）

売上高

外部顧客への売上高 89,620 19,945 14,975 4,537 3,336 2,296 134,713

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － － －

計 89,620 19,945 14,975 4,537 3,336 2,296 134,713

セグメント利益

又は損失（△）
1,825 162 619 187 △38 22 2,777

（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）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と一致しております。

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）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と一致しております。
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