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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 14,734 7.9 △160 － △70 － △84 －

2022年３月期第２四半期 13,657 51.3 203 － 255 － 195 －
(注) 包括利益 2023年３月期第２四半期 249百万円(△16.8％) 2022年３月期第２四半期 300百万円( －％)
　

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 △3.77 －

2022年３月期第２四半期 8.74 －
　

　

（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 26,919 13,407 49.6

2022年３月期 23,832 13,249 55.3
(参考) 自己資本 2023年３月期第２四半期 13,340百万円 2022年３月期 13,181百万円
　

　　

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 － － － 4.00 4.00

2023年３月期 － －

2023年３月期(予想) － 4.00 4.00

(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 36,000 30.6 10 － 40 － 140 － 6.25
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

　　



※ 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 ： 有
　

(注)詳細は、添付資料P.7「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項(四半
期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご覧ください。

　

（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 ： 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
　

　

（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 22,558,063株 2022年３月期 22,558,063株

② 期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 153,069株 2022年３月期 153,023株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Ｑ 22,405,032株 2022年３月期２Ｑ 22,405,044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、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.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、世界的な半導体不足や中国における新型コロナウイルス感染

症によるロックダウンの影響、原材料価格やエネルギー価格の高騰等により、景気見通しは依然として先行き不透

明な状況で推移いたしました。

このような状況下におきまして、当第２四半期連結累計期間の売上高は147億3千4百万円と前年同四半期比7.9％

増加し、営業損失につきましては1億6千万円（前年同四半期は2億3百万円の利益）となりました。

　経常損失は7千万円（前年同四半期は2億5千5百万円の利益）、親会社株主に帰属する四半期純損失につきまして

は8千4百万円（前年同四半期は1億9千5百万円の利益）となりました。

セグメント別の売上高、営業利益につきましては、特殊帯鋼、普通鋼等を販売しております商事部門は、売上高

は88億3千4百万円と前年同四半期比20.0％増加し、セグメント利益（営業利益)は1億8千2百万円と前年同四半期比

3.9％の増加となりました。

焼入鋼帯、鈑金加工品を製造販売しております焼入鋼帯部門、鈑金加工品部門では、焼入鋼帯部門につきまして

は、売上高は9億1千2百万円と前年同四半期比26.5％増加し、セグメント利益（営業利益）は1億9千2百万円と前年

同四半期比35.9％の増加となりました。鈑金加工品部門は、売上高は31億7千7百万円と前年同四半期比5.3％減少

し、セグメント利益（営業利益）は1千3百万円と前連結会計年度比93.9％の減少となりました。

また、海外事業につきましては、売上高は18億9百万円と前年同四半期比18.5％減少し、9千9百万円のセグメント

損失（営業損失）（前年同四半期は5千9百万円の利益）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、前連結会計年度末より30億8千7百万円増加し、269億1千9百万円

となりました。主な内訳は以下のとおりであります。

　（イ）流動資産

流動資産の残高は、主に現金及び預金の増加により185億3千8百万円（前連結会計年度末比28億6千2百万円増加）

となりました。

　（ロ）固定資産

固定資産の残高は、主に機械装置及び運搬具の増加により83億8千万円（前連結会計年度末比2億2千4百万円増

加）となりました。

　（ハ）流動負債

流動負債の残高は、主に短期借入金の増加により115億8千1百万円（前連結会計年度末比29億5千5百万円増加）と

なりました。

　（二）固定負債

固定負債の残高は、主に長期借入金の減少により19億3千万円（前連結会計年度末比2千6百万円減少）となりまし

た。

　（ホ）純資産

純資産の残高は、主に為替換算調整勘定の増加により134億7百万円（前連結会計年度末比1億5千8百万円増加）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

経営環境等を勘案して、2022年８月５日に発表いたしました通期の連結業績予想を修正いたしました。詳細は、

本日（2022年11月11日）公表いたしました「2023年３月期第２四半期累計期間の業績予想値と実績値との差異及び

2023年３月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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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 2,673,747 3,963,696

受取手形、売掛金及び契約資産 5,796,750 6,281,531

電子記録債権 2,325,602 2,683,344

商品及び製品 3,323,626 3,934,888

仕掛品 578,607 631,035

原材料及び貯蔵品 537,040 640,166

その他 455,710 420,712

貸倒引当金 △15,081 △16,401

流動資産合計 15,676,004 18,538,973

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,440,992 1,461,912

機械装置及び運搬具（純額） 2,188,117 2,815,973

工具、器具及び備品（純額） 159,615 151,724

土地 1,233,071 1,274,858

リース資産（純額） 190,739 181,805

建設仮勘定 664,069 277,679

有形固定資産合計 5,876,606 6,163,953

無形固定資産 82,594 71,989

投資その他の資産

投資有価証券 1,615,864 1,497,153

退職給付に係る資産 167,429 174,519

その他 414,077 473,106

投資その他の資産合計 2,197,371 2,144,778

固定資産合計 8,156,573 8,380,722

資産合計 23,832,577 26,919,695
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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

支払手形及び買掛金 6,976,835 7,967,285

短期借入金 530,015 2,544,122

未払法人税等 118,319 102,703

未払消費税等 25,504 15,533

賞与引当金 186,651 127,081

役員賞与引当金 20,000 7,500

その他 769,269 817,622

流動負債合計 8,626,595 11,581,849

固定負債

長期借入金 658,253 636,808

退職給付に係る負債 773,285 799,272

長期未払金 280,015 280,015

その他 245,346 214,292

固定負債合計 1,956,899 1,930,388

負債合計 10,583,495 13,512,238

純資産の部

株主資本

資本金 1,848,846 1,848,846

資本剰余金 1,476,445 1,476,445

利益剰余金 9,132,061 8,957,894

自己株式 △41,015 △41,028

株主資本合計 12,416,338 12,242,157

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 557,663 472,272

為替換算調整勘定 195,300 613,527

退職給付に係る調整累計額 12,671 12,066

その他の包括利益累計額合計 765,635 1,097,866

非支配株主持分 67,108 67,432

純資産合計 13,249,082 13,407,457

負債純資産合計 23,832,577 26,919,695
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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 13,657,138 14,734,583

売上原価 12,003,055 13,441,388

売上総利益 1,654,083 1,293,195

販売費及び一般管理費 1,450,444 1,454,062

営業利益又は営業損失（△） 203,639 △160,866

営業外収益

受取利息 7,418 5,620

受取配当金 19,781 30,063

為替差益 46,103 69,447

その他 23,303 26,592

営業外収益合計 96,607 131,723

営業外費用

支払利息 36,830 36,173

その他 7,980 4,900

営業外費用合計 44,811 41,074

経常利益又は経常損失（△） 255,435 △70,217

特別利益

固定資産売却益 691 27,251

ゴルフ会員権売却益 500 －

特別利益合計 1,191 27,251

特別損失

固定資産除却損 12 832

特別損失合計 12 832

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

256,614 △43,798

法人税等 57,320 37,859

四半期純利益又は四半期純損失（△） 199,294 △81,657

非支配株主に帰属する四半期純利益 3,524 2,888

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

195,770 △84,546
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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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 199,294 △81,657

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 5,125 △86,780

為替換算調整勘定 95,909 418,967

退職給付に係る調整額 193 △605

その他の包括利益合計 101,229 331,580

四半期包括利益 300,524 249,922

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 298,593 247,684

非支配株主に係る四半期包括利益 1,931 2,238
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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。

（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

しております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用）

「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しております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

　


