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1. 2023年3月期第3四半期の連結業績（2022年4月1日～2022年12月31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3四半期 63,827 14.6 7,280 21.3 8,026 20.3 5,609 18.3

2022年3月期第3四半期 55,674 17.6 6,001 72.2 6,673 67.7 4,743 73.4

（注）包括利益 2023年3月期第3四半期　　5,720百万円 （△19.3％） 2022年3月期第3四半期　　7,092百万円 （71.4％）

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3四半期 197.52 ―

2022年3月期第3四半期 163.39 ―

(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3四半期 114,660 84,890 74.0

2022年3月期 118,963 86,877 73.0

（参考）自己資本 2023年3月期第3四半期 84,890百万円 2022年3月期 86,877百万円

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 ― 33.00 ― 110.00 143.00

2023年3月期 ― 120.00 ―

2023年3月期（予想） 120.00 240.00

（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 83,000 10.9 8,700 13.9 9,400 9.9 6,800 6.6 239.55

（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

(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）詳細については、添付資料Ｐ．８「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 ： 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3Q 32,604,198 株 2022年3月期 32,604,198 株

② 期末自己株式数 2023年3月期3Q 4,249,242 株 2022年3月期 3,822,063 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期3Q 28,397,405 株 2022年3月期3Q 29,030,969 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、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．３「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３四半期連結累計期間における世界経済は、中国の新型コロナウイルス感染症への対応の混乱による影響を

受けましたが、世界的な行動制限の緩和や解除が進み、回復基調にて推移いたしました。一方、今後も世界経済

は、ウクライナ戦争、原材料価格の高騰が続くうえ、世界的なインフレと金利の上昇による景気後退懸念が強まっ

ております。これに加え、国内では円の急激な為替変動による影響も懸念されており、依然として不透明で予断を

許さない状況にあります。

このような環境のなか、2022年５月に'21中期経営計画（2021年度～2023年度）の見直しを行い、変化にぶれな

い強い企業体質の確立を目指し、財務体質の強化から資本効率の向上へと進化を図り、収益向上とバランスシート

改善に取り組んでおります。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の当社グループの業績は、期初に想定した以上の円安の影響もあり、売

上高63,827百万円（前年同期比14.6％増）、営業利益7,280百万円（前年同期比21.3％増）、経常利益8,026百万円

（前年同期比20.3％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は5,609百万円（前年同期比18.3％増）となりまし

た。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

〔国内ベルト〕

自動車用ベルトの売上高は、四輪車用システム製品の新機種立ち上げなどが寄与し増加、補修向けはバス・トラ

ック用ベルトが増加しました。一方、二輪車用補修向けはユーザによる在庫調整に伴い需要が減少しました。自動

車用ベルト全体では増加となりました。

一般産業用ベルトは、半導体不足による顧客での生産調整の影響を受けたことなどから減少しました。

一方、搬送ベルトは、食品業界や物流業界向けの販売がいずれも好調に推移し、補修需要も回復してきたことか

ら増加しました。

加えて、合成樹脂素材においても市況の回復や、キャストナイロン等の主力製品の拡販活動が寄与し、売上高が

増加しました。

以上の結果、当セグメントの売上高は21,597百万円（前年同期比3.2％増）、セグメント利益は7,138百万円（前

年同期比19.7％増）となりました。

〔海外ベルト〕

自動車用ベルトの売上高は、四輪車用については、ゼロコロナ政策の影響が残る中国では減少しましたが、東南

アジアを中心に回復しました。一方、二輪車・多用途四輪車用については、米国での補修市場の在庫調整等の影響

を受け、その他の地域においては堅調に推移しましたが、前年同期比微減となりました。自動車用ベルト全体では

増加となりました。

一般産業用ベルトは、東南アジアや欧米にて、新規需要拡大、拡販活動に努めた結果、売上高が増加しました。

また、ＯＡ機器用ベルトについても半導体不足の解消により、顧客の生産が回復し、売上高が増加しました。

以上の結果、為替の円安影響もあり、当セグメントの売上高は34,685百万円（前年同期比29.5％増）、セグメン

ト利益は3,145百万円（前年同期比22.4％増）となりました。

〔建設資材〕

建築部門は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、建築防水工事の遅れがあったものの、公共物件を中心に改

修工事市場の回復により、売上高は増加しました。一方、土木部門は完成工事物件の減少や規模の縮小が影響し、

売上高は減少しました。

その結果、当セグメントの売上高は3,557百万円（前年同期比12.5％減）、セグメント利益は137百万円（前年同

期比4.5％減）となりました。
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〔その他〕

その他には、エンジニアリング ストラクチュラル フォーム、電子材料、仕入商品などが含まれております。

その他の売上高は電子材料の拡販もあり、3,986百万円（前年同期比2.6％増）、セグメント利益は122百万円

（前年同期比1.8％増）となりました。

（注）  上記の各セグメントにおける売上高は外部顧客への売上高を記載しており、セグメント利益はセグメント間

取引消去前の金額を記載しております。

なお、セグメント利益は、営業利益ベースの数値であります。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末は、流動資産が3,162百万円、固定資産が1,141百万円それぞれ減少したことから、

総資産は前連結会計年度末比4,303百万円減少の114,660百万円となりました。

負債は、流動負債が1,292百万円、固定負債が1,024百万円それぞれ減少したことから、前連結会計年度末比

2,316百万円減少の29,770百万円となりました。

純資産は、自己株式が1,164百万円増加したことに加えて、配当金の支払等により利益剰余金が960百万円減少し

た結果、前連結会計年度末比1,987百万円減少の84,890百万円となりました。

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の73.0％から74.0％に上昇しました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

世界的な景気減速の懸念、急激な円の為替変動等により先行きが依然として不透明で予断を許さない状況にあり

ますが、現時点で入手可能な情報をもとに算定いたしました。

2023年３月期の連結業績予想につきましては、2022年11月８日に公表いたしました内容に変更はございません。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 34,708 29,544

受取手形、売掛金及び契約資産 17,788 17,794

商品及び製品 15,324 16,380

仕掛品 2,115 2,491

原材料及び貯蔵品 3,892 4,286

その他 833 1,026

貸倒引当金 △123 △145

流動資産合計 74,540 71,378

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,329 7,384

機械装置及び運搬具（純額） 9,115 9,307

工具、器具及び備品（純額） 2,054 1,915

土地 3,958 3,972

リース資産（純額） 1,409 1,507

建設仮勘定 2,804 3,883

有形固定資産合計 26,671 27,970

無形固定資産 891 713

投資その他の資産

投資有価証券 15,179 12,858

その他 1,698 1,758

貸倒引当金 △18 △18

投資その他の資産合計 16,860 14,598

固定資産合計 44,423 43,282

資産合計 118,963 114,660

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３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,898 10,155

短期借入金 3,227 3,229

未払法人税等 1,576 546

賞与引当金 928 195

製品保証引当金 508 502

その他 6,075 6,293

流動負債合計 22,215 20,923

固定負債

長期借入金 900 225

退職給付に係る負債 2,226 2,637

役員退職慰労引当金 13 15

その他 6,730 5,968

固定負債合計 9,870 8,846

負債合計 32,086 29,770

純資産の部

株主資本

資本金 8,150 8,150

資本剰余金 2,119 2,143

利益剰余金 70,315 69,355

自己株式 △6,395 △7,559

株主資本合計 74,188 72,090

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 9,368 7,793

為替換算調整勘定 3,344 5,084

退職給付に係る調整累計額 △25 △78

その他の包括利益累計額合計 12,688 12,799

純資産合計 86,877 84,890

負債純資産合計 118,963 114,660
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

売上高 55,674 63,827

売上原価 37,680 43,303

売上総利益 17,994 20,523

販売費及び一般管理費 11,993 13,243

営業利益 6,001 7,280

営業外収益

受取利息 70 167

受取配当金 362 394

為替差益 278 345

その他 231 247

営業外収益合計 943 1,155

営業外費用

支払利息 33 37

固定資産除却損 150 268

その他 86 104

営業外費用合計 270 409

経常利益 6,673 8,026

特別利益

投資有価証券売却益 151 －

特別利益合計 151 －

税金等調整前四半期純利益 6,825 8,026

法人税等 2,082 2,417

四半期純利益 4,743 5,609

親会社株主に帰属する四半期純利益 4,743 5,609

（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３四半期連結累計期間）

- 6 -

三ツ星ベルト㈱（5192）2023年３月期 第３四半期決算短信　　



（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

四半期純利益 4,743 5,609

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,452 △1,575

為替換算調整勘定 805 1,740

退職給付に係る調整額 91 △53

その他の包括利益合計 2,349 111

四半期包括利益 7,092 5,720

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 7,092 5,720

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３四半期連結累計期間）
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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３四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。

（単位：百万円）

報告セグメント
その他
（注１）

合計
調整額
（注２）

四半期
連結損益
計算書
計上額
（注３）

国内
ベルト

海外
ベルト

建設資材 計

売上高

外部顧客への売上高 20,932 26,793 4,064 51,790 3,883 55,674 － 55,674

セグメント間の内部売上高

又は振替高
8,684 1,324 0 10,009 891 10,900 △10,900 －

計 29,617 28,118 4,064 61,800 4,775 66,575 △10,900 55,674

セグメント利益 5,963 2,569 143 8,676 120 8,796 △2,795 6,001

（単位：百万円）

報告セグメント
その他
（注１）

合計
調整額
（注２）

四半期
連結損益
計算書
計上額
（注３）

国内
ベルト

海外
ベルト

建設資材 計

売上高

外部顧客への売上高 21,597 34,685 3,557 59,840 3,986 63,827 － 63,827

セグメント間の内部売上高

又は振替高
10,911 1,578 0 12,491 1,716 14,207 △14,207 －

計 32,509 36,264 3,557 72,331 5,703 78,034 △14,207 63,827

セグメント利益 7,138 3,145 137 10,420 122 10,543 △3,263 7,280

（セグメント情報）

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間（自  2021年４月１日  至  2021年12月31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）１  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、設備機械、他社仕入商品、エン

ジニアリング ストラクチュラル フォーム、サービス事業等を含んでおります。

２  セグメント利益の調整額△2,795百万円には、セグメント間取引消去△159百万円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△2,635百万円が含まれております。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  セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間（自  2022年４月１日  至  2022年12月31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）１  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、設備機械、他社仕入商品、エン

ジニアリング ストラクチュラル フォーム、電子材料、サービス事業等を含んでおります。

２  セグメント利益の調整額△3,263百万円には、セグメント間取引消去△505百万円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△2,757百万円が含まれております。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  セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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