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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 27,707 △1.1 1,651 △44.9 2,062 △41.4 1,439 △43.0

2022年３月期第２四半期 28,003 37.4 2,996 － 3,521 403.0 2,525 422.4

（注）包括利益 2023年３月期第２四半期 7,426百万円（56.4％） 2022年３月期第２四半期 4,748百万円（－％）

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 42.29 －

2022年３月期第２四半期 72.34 －

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 115,265 104,999 89.7

2022年３月期 109,674 98,332 88.4

（参考）自己資本 2023年３月期第２四半期 103,403百万円 2022年３月期 96,892百万円

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 － 22.50 － 22.50 45.00

2023年３月期 － 43.00

2023年３月期（予想） － 54.00 97.00

（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 60,500 9.7 4,300 △17.6 5,300 △8.3 3,300 △21.9 96.94

（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）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

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）

03278
PIOLAX



（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： 有

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 38,054,100株 2022年３月期 38,054,100株

②  期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 4,011,329株 2022年３月期 4,013,774株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Ｑ 34,041,025株 2022年３月期２Ｑ 34,914,389株

※  注記事項

新規  －社  （社名）－、除外  －社  （社名）－

（注）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）発行済株式数（普通株式）

(注)当社は、取締役向け株式報酬制度を導入しており、信託に残存する自社の株式は、期中平均株式数の計算にお

いて控除する自己株式に含めております。（前第２四半期連結会計期間　81,929株、当第２四半期連結会計期間　

81,230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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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、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P.3「（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のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済活動の自粛、停滞が

徐々に緩和されてきたものの、ロシア・ウクライナ問題の長期化、また円安・ドル高、原油高等を背景に物価が

高騰しており、景気は極めて厳しい状況で推移しております。海外につきましても、中国における新型コロナウ

イルス感染症に端を発した上海地域のロックダウンが発生し、全世界で生産、物流に混乱、支障を来たす等、経

済の先行きは不透明な状況が続いております。

　当社グループの主要なお取引先である自動車業界につきましては、新型コロナウイルス感染症によるロックダ

ウン等の影響に加え、世界的な半導体需要の逼迫を受けて自動車メーカー各社の減産が継続し、材料の供給問

題・価格高騰、輸送コストの増加等の影響を受けるなど依然として厳しい状況下となったことから、国内生産台

数も前年と比較して減少となりました。

　このような需要環境のもと当社グループといたしましては、お取引先からのニーズを確実に捕捉し、グローバ

ルに拡販活動を継続的に推進いたしましたが、新型コロナウイルス感染症によるお取引先からの生産縮小等に伴

う減産影響を受け、売上高は27,707百万円と、前期比△296百万円（△1.1％）の減収となりました。

　一方利益面におきましては、より一層の合理化を推進いたしましたが、減収による限界利益の減少、原材料費

や物流費、エネルギー費用等の高騰により、営業利益は1,651百万円（前期比44.9％減）、経常利益は2,062百万

円（前期比41.4％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,439百万円（前期比43.0％減）となりました。

　セグメントの経営成績は、次のとおりであります。

（自動車関連等）

　米国や中国をはじめ新興国市場等にグローバル拡販を積極的に推進いたしましたが、新型コロナウイルス感染

症によるお取引先からの生産縮小等に伴う減産影響を受け、売上高は25,557百万円（前期比0.6％減）となりま

した。一方利益面においては、収益改善活動をグループ一丸となって推進いたしましたが、減収による限界利益

の減少、原材料費や物流費、エネルギー費用等の高騰により、営業利益は2,037百万円（前期比36.8％減）とな

りました。

（医療機器）

　拡販を積極的に推進いたしましたが、売上高は2,150百万円（前期比6.2％減）となりました。一方利益面にお

いては、合理化活動を推進いたしましたが、主に在庫減少等の影響により、営業利益は101百万円（前期比

49.5％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

　当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、売掛金や棚卸資産の増加等により5,591百万円増加し、115,265百

万円となりました。

　負債合計は、未払金の減少等により1,074百万円減少し、10,266百万円となりました。

　純資産合計は、為替換算調整勘定の増加等により6,666百万円増加し、104,999百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は、税金等調整前四半期純利益2,028百万円お

よび減価償却費1,687百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額1,098百万円等の収入要因に対し、仕入債務の

減少額1,198百万円、法人税等の支払額742百万円、有形固定資産の取得による支出1,777百万円等の支出要因の

結果、前連結会計年度末と比較して700百万円（2.3％）減少し、当第２四半期連結会計期間末には29,224百万円

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）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益や減価償却費に対し、主に仕入債務が減少

したこと等により1,776百万円の収入（前期比49.8％減）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により2,709百万円の支出（前期比

36.6％増）となりました。

　なお、営業活動により得られたキャッシュ・フローと投資活動により使用したキャッシュ・フローを合計した

フリー・キャッシュ・フローは、△933百万円となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額等により865百万円の支出（前期比65.0％減）となり

ました。
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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

前回発表予想(Ａ)

(2022年５月12日発表)

百万円

62,700

百万円

5,800

百万円

6,400

百万円

4,400

円　銭

126　77

今回発表予想(Ｂ) 60,500 4,300 5,300 3,300 96　94

増減額(Ｂ－Ａ) △2,200 △1,500 △1,100 △1,100 －

増減率(％) △3.5 △25.9 △17.2 △25.0 －

(ご参考)前期実績

(2022年３月期)
55,144 5,216 5,776 4,224 121　71

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　通期の業績予想につきましては、当第２四半期累計期間の業績に加え、引き続き半導体の影響による減収、材

料供給問題・価格高騰、輸送費やエネルギーコスト等の上昇が見込まれるとの前提に基づいて算定しており、現

時点で入手可能な販売、生産動向などを勘案して通期の業績予想を見直しましたので修正いたします。

　なお為替レートにつきましては、１米ドル＝131円を想定しております。
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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 35,505 36,755

受取手形及び売掛金 12,187 13,398

電子記録債権 1,566 1,560

有価証券 2,535 2,518

商品及び製品 5,321 6,094

仕掛品 2,082 2,062

原材料及び貯蔵品 2,859 3,148

未収還付法人税等 88 287

その他 2,022 1,825

貸倒引当金 △34 △36

流動資産合計 64,135 67,615

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,710 8,152

機械装置及び運搬具（純額） 6,599 7,200

工具、器具及び備品（純額） 2,132 2,480

土地 5,603 5,672

リース資産（純額） 419 297

建設仮勘定 1,271 1,338

有形固定資産合計 23,736 25,141

無形固定資産

その他 1,705 1,747

無形固定資産合計 1,705 1,747

投資その他の資産

投資有価証券 18,723 19,387

その他 1,372 1,380

貸倒引当金 △0 △6

投資その他の資産合計 20,096 20,761

固定資産合計 45,538 47,650

資産合計 109,674 115,265

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 2,680 2,658

未払法人税等 359 358

引当金 917 899

その他 4,863 3,644

流動負債合計 8,821 7,561

固定負債

引当金 93 99

退職給付に係る負債 217 268

資産除去債務 81 81

その他 2,126 2,254

固定負債合計 2,519 2,704

負債合計 11,341 10,266

純資産の部

株主資本

資本金 2,960 2,960

資本剰余金 2,572 2,572

利益剰余金 93,221 93,893

自己株式 △4,677 △4,670

株主資本合計 94,077 94,757

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 878 778

繰延ヘッジ損益 △0 △5

為替換算調整勘定 2,097 8,015

退職給付に係る調整累計額 △160 △142

その他の包括利益累計額合計 2,814 8,646

非支配株主持分 1,440 1,596

純資産合計 98,332 104,999

負債純資産合計 109,674 115,265
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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 28,003 27,707

売上原価 20,161 20,869

売上総利益 7,841 6,838

販売費及び一般管理費 4,845 5,187

営業利益 2,996 1,651

営業外収益

受取利息 51 76

受取配当金 16 29

持分法による投資利益 429 341

その他 104 153

営業外収益合計 601 600

営業外費用

支払利息 4 8

為替差損 53 155

固定資産廃棄損 12 7

賃貸収入原価 2 2

その他 3 14

営業外費用合計 75 189

経常利益 3,521 2,062

特別損失

減損損失 182 34

特別損失合計 182 34

税金等調整前四半期純利益 3,339 2,028

法人税等 778 570

四半期純利益 2,560 1,458

非支配株主に帰属する四半期純利益 34 18

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,525 1,439

（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 2,560 1,458

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △40 △18

繰延ヘッジ損益 △8 △4

為替換算調整勘定 2,083 5,693

持分法適用会社に対する持分相当額 154 298

その他の包括利益合計 2,188 5,968

四半期包括利益 4,748 7,426

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 4,649 7,271

非支配株主に係る四半期包括利益 99 155

（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 3,339 2,028

減価償却費 1,664 1,687

減損損失 182 34

持分法による投資損益（△は益） △429 △341

デリバティブ評価損益（△は益） △60 △75

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △5 30

賞与引当金の増減額（△は減少） 8 △18

役員株式給付引当金の増減額（△は減少） 13 6

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 8

受取利息及び受取配当金 △67 △106

支払利息 4 8

固定資産廃棄損 12 7

売上債権の増減額（△は増加） 1,687 △253

棚卸資産の増減額（△は増加） △1,501 △102

仕入債務の増減額（△は減少） △797 △1,198

その他 446 619

小計 4,501 2,334

利息及び配当金の受取額 157 192

利息の支払額 △4 △8

法人税等の支払額 △1,118 △742

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,536 1,776

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 △616 △1,206

定期預金の払戻による収入 69 424

有価証券の償還による収入 200 45

有形固定資産の取得による支出 △1,090 △1,777

有形固定資産の売却による収入 5 14

無形固定資産の取得による支出 △83 △5

投資有価証券の取得による支出 △458 △203

その他 △10 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,984 △2,709

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △1,500 －

自己株式の処分による収入 － 7

配当金の支払額 △904 △794

非支配株主への配当金の支払額 △26 △36

その他 △39 △42

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,471 △865

現金及び現金同等物に係る換算差額 547 1,098

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △371 △700

現金及び現金同等物の期首残高 31,161 29,925

現金及び現金同等物の四半期末残高 30,789 29,224

（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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、

当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用す

る方法によっております。

（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。

　なお、当該変更による第２四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症等の影響に伴う会計上の見積りについて）

　繰延税金資産の回収可能性の判断および固定資産の減損判定等にあたり、国内外における新型コロナウイルスの

感染拡大に伴う影響及び世界的な半導体需要の逼迫や材料の供給問題・価格高騰、経済活性化に伴う輸送コストの

増加等による影響について、前連結会計年度の下期以降徐々に回復しているものの当連結会計年度以降も一定の影

響が継続するとの前提に基づいて、足元の実績をもとに当初の事業計画値に反映し会計上の見積りとしておりま

す。

　なお、将来において、これらの見積りおよび仮定とは異なる結果となる可能性があります。

　また、当該仮定について、前連結会計年度の有価証券報告書の「重要な会計上の見積り」に記載した内容から重

要な変更はありません。
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（単位:百万円）

自動車関連等 医療機器 合計

売上高

外部顧客に対する売上高 25,711 2,291 28,003

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － －

計 25,711 2,291 28,003

セグメント利益 3,225 201 3,427

利益 金額

報告セグメント計 3,427

　全社費用（注） △435

　セグメント間取引消去 6

　その他の調整額 △1

四半期連結損益計算書の営業利益 2,996

（セグメント情報等）

【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）

１．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

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　「自動車関連等」セグメント及び各報告セグメントに配分していない全社資産において、当社の本社ビ

ル解体を決議したことに伴い将来の使用見込みが無くなった資産につきまして、その帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失として、特別損失に計上しております。

　なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間において、「自動車関連等」においては46

百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産においては136百万円であります。
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（単位:百万円）

自動車関連等 医療機器 合計

売上高

外部顧客に対する売上高 25,557 2,150 27,707

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － －

計 25,557 2,150 27,707

セグメント利益 2,037 101 2,139

利益 金額

報告セグメント計 2,139

　全社費用（注） △493

　セグメント間取引消去 6

　その他の調整額 △1

四半期連結損益計算書の営業利益 1,651

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）

１．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

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　各報告セグメントに配分していない全社資産において、遊休資産に区分された当社の福利厚生施設の回

収可能価額が帳簿価額を下回ったため、その帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

として、特別損失に計上しております。

　なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間において、各報告セグメントに配分してい

ない全社資産は34百万円であります。

- 11 -

㈱パイオラックス　(5988)　2023年３月期　第２四半期決算短信



日本

（百万円）

北米

（百万円）

アジア

（百万円）

その他

（百万円）

合計

（百万円）

消去

又は

全社

（百万円）

連結

（百万円）

　売上高

(1)外部顧客に対する売上高 12,908 5,214 8,912 968 28,003 － 28,003

(2)セグメント間の内部売上高 2,203 209 451 6 2,872 △2,872 －

　計 15,111 5,423 9,363 975 30,875 △2,872 28,003

　営業利益 1,443 844 1,324 △9 3,603 △607 2,996

日本

（百万円）

北米

（百万円）

アジア

（百万円）

その他

（百万円）

合計

（百万円）

消去

又は

全社

（百万円）

連結

（百万円）

　売上高

(1)外部顧客に対する売上高 12,375 5,107 9,388 836 27,707 － 27,707

(2)セグメント間の内部売上高 1,840 147 350 6 2,344 △2,344 －

　計 14,215 5,255 9,738 842 30,052 △2,344 27,707

　営業利益 562 387 1,223 △38 2,134 △483 1,651

（参考資料）

[所在地別セグメント情報]

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）

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）
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