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（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９月期第１四半期 1,210 28.2 125 － 112 － 83 －

2022年９月期第１四半期 944 0.6 △25 － △15 － △25 －

（注）包括利益 2023年９月期第１四半期 33百万円 （－％） 2022年９月期第１四半期 △7百万円 （－％）

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９月期第１四半期 36.00 －

2022年９月期第１四半期 △10.94 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年９月期第１四半期 5,899 4,005 67.9

2022年９月期 5,928 4,018 67.8

（参考）自己資本 2023年９月期第１四半期 4,005百万円 2022年９月期 4,018百万円

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９月期 － 0.00 － 20.00 20.00
2023年９月期 －
2023年９月期（予想） 0.00 － － －

（％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 － － － － － － － － －

１．2023年９月期第１四半期の連結業績（2022年10月１日～2022年12月31日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）１．直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

２．2022年９月期の期末配当金の内訳　　普通配当　18円00銭　　創立70周年記念配当　2円00銭

３．2023年９月期（予想）の期末配当予想は未定です。

３．2023年９月期の連結業績予想（2022年10月１日～2023年９月30日）

（注）１．直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

２．2023年９月期の連結業績予想につきましては、事業環境の不透明さが著しく、現時点では業績予想の算定が困

難となっているため、未定といたします。今後、予想が可能となった時点において速やかに開示いたします。



① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年９月期１Ｑ 2,323,000株 2022年９月期 2,323,000株

② 期末自己株式数 2023年９月期１Ｑ 243株 2022年９月期 243株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年９月期１Ｑ 2,322,757株 2022年９月期1Ｑ 2,322,757株

※ 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：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        ：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

（注）詳細は、添付資料７ページ「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（会計方針の変更）」をご覧ください。

（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、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２ページ「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１四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症の影響や、ロシア・ウクライナ情勢

の長期化等により、先行きの見えない困難な状況となっております。また、世界経済も同様に大きな影響を受けてお

り、引き続き不透明な状況が続くことが予想されます。

　このような中、当社グループの販売先での需要の回復の影響等により、当第１四半期連結累計期間の売上高は、

1,210,453千円（前年同期比265,901千円増）となりました。

　利益面につきましては、経常利益が112,609千円（前年同期比127,649千円増）、親会社株主に帰属する四半期純利

益が83,610千円（前年同期比109,029千円増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　当第１四半期連結会計期間末における資産合計は前連結会計年度末に比べ28,325千円減少の5,899,719千円とな

りました。流動資産は電子記録債権が36,518千円増加し、売掛金が70,159千円減少したこと等により3,660,962千

円となりました。固定資産は有形固定資産が9,370千円、投資その他の資産が11,367千円増加したこと等により

2,238,756千円となりました。

（負債）

　当第１四半期連結会計期間末における負債合計は前連結会計年度末に比べ15,344千円減少の1,894,567千円とな

りました。流動負債は未払金が29,376千円増加し、１年内返済予定の長期借入金が25,134千円減少したこと等によ

り1,213,531千円となりました。固定負債は繰延税金負債が10,929千円増加し、長期借入金が37,866千円減少した

こと等により681,036千円となりました。

（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は前連結会計年度末に比べ12,980千円減少の4,005,151千円と

なりました。株主資本合計は利益剰余金が37,155千円増加したことにより3,868,090千円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　新型コロナウイルス感染症の影響や不安定な海外情勢等が懸念材料となっていることから、現時点では業績予想の

算定が困難となっております。従いまして、2023年９月期の通期連結業績予想は「未定」とし、影響額の算定が可能

となった時点で改めて公表いたします。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,838,528 1,845,331

受取手形 74,316 70,014

電子記録債権 308,984 345,503

売掛金 697,228 627,068

商品及び製品 356,369 374,320

仕掛品 63,678 81,488

原材料及び貯蔵品 135,975 160,674

前払費用 25,541 23,173

その他 205,280 133,386

流動資産合計 3,705,902 3,660,962

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,752,747 1,754,007

減価償却累計額 △1,340,558 △1,352,301

建物及び構築物（純額） 412,188 401,705

その他 2,647,899 2,662,121

減価償却累計額 △2,482,693 △2,471,164

その他（純額） 165,205 190,957

土地 1,234,103 1,234,103

建設仮勘定 111,445 105,546

有形固定資産合計 1,922,943 1,932,313

無形固定資産 74,842 70,719

投資その他の資産

投資有価証券 16,183 30,532

その他 208,172 205,190

投資その他の資産合計 224,355 235,723

固定資産合計 2,222,141 2,238,756

資産合計 5,928,044 5,899,719

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）

前連結会計年度
(2022年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 282,921 304,433

電子記録債務 392,276 397,844

短期借入金 27,503 13,239

１年内返済予定の長期借入金 191,746 166,612

１年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払金 56,626 86,002

未払法人税等 42,260 19,820

その他 113,643 125,579

流動負債合計 1,206,977 1,213,531

固定負債

長期借入金 142,046 104,180

リース債務 5,430 5,051

繰延税金負債 190,037 200,966

退職給付に係る負債 229,741 233,996

役員退職慰労引当金 132,135 133,510

その他 3,545 3,332

固定負債合計 702,934 681,036

負債合計 1,909,912 1,894,567

純資産の部

株主資本

資本金 468,134 468,134

資本剰余金 388,134 388,134

利益剰余金 2,974,859 3,012,015

自己株式 △194 △194

株主資本合計 3,830,935 3,868,090

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,690 4,735

為替換算調整勘定 185,506 132,325

その他の包括利益累計額合計 187,197 137,060

純資産合計 4,018,132 4,005,151

負債純資産合計 5,928,044 5,899,719
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（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間
(自　2021年10月１日
　至　2021年12月31日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2022年10月１日
　至　2022年12月31日)

売上高 944,551 1,210,453

売上原価 533,903 627,976

売上総利益 410,647 582,476

販売費及び一般管理費 435,856 457,206

営業利益又は営業損失（△） △25,208 125,269

営業外収益

受取利息 759 51

受取配当金 349 397

為替差益 7,547 －

不動産賃貸料 2,537 2,869

補助金収入 362 67

その他 553 560

営業外収益合計 12,110 3,945

営業外費用

支払利息 348 623

債権売却損 208 237

為替差損 － 13,882

不動産賃貸費用 1,309 1,315

持分法による投資損失 66 546

その他 9 0

営業外費用合計 1,942 16,605

経常利益又は経常損失（△） △15,040 112,609

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（△）
△15,040 112,609

法人税、住民税及び事業税 2,507 19,503

法人税等調整額 7,871 9,495

法人税等合計 10,378 28,998

四半期純利益又は四半期純損失（△） △25,418 83,610

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（△）
△25,418 83,610

（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１四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間
(自　2021年10月１日
　至　2021年12月31日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2022年10月１日
　至　2022年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △25,418 83,610

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △337 3,044

為替換算調整勘定 18,358 △48,918

持分法適用会社に対する持分相当額 △212 △4,262

その他の包括利益合計 17,808 △50,136

四半期包括利益 △7,609 33,474

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △7,609 33,474

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１四半期連結累計期間）
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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。

（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。

以上
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