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(百万円未満切捨て)

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 23,171 14.1 △81 － 2 △99.3 330 49.5

2022年３月期第３四半期 20,309 32.6 259 － 327 － 221 －
(注) 包括利益 2023年３月期第３四半期 765百万円( 206.2％) 2022年３月期第３四半期 249百万円( －％)
　

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３四半期 14.76 －

2022年３月期第３四半期 9.87 －
　

　

（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 38,328 13,922 36.1

2022年３月期 23,832 13,249 55.3
(参考) 自己資本 2023年３月期第３四半期 13,855百万円 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 ： 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 ： 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３Ｑ 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３Ｑ 153,168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３Ｑ 22,405,008株 2022年３月期３Ｑ 22,405,042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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な半導体をはじめとした部品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などによる自動車生産台数の減少に加えて、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３四半期連結累計期間の売上高は231億7千1百万円と前年同四半期比14.1％

増加し、営業損失につきましては8千1百万円（前年同四半期は2億5千9百万円の利益）となりました。

　経常利益は2百万円と前年同四半期比99.3％減少、親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては3億3千万円

と前年同四半期比49.5％の増加となりました。

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139億1千1百万円と前年同四半期比24.4％増加し、セグメント利益（営業利益)は3億1千5百万円と前年同四半期比

12.8％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14億2千5百万円と前年同四半期比26.3％増加し、セグメント利益（営業利益）は3億2千2百万円と前年

同四半期比33.3％の増加となりました。鈑金加工品部門は、売上高は49億2千2百万円と前年同四半期比0.5％増加し

ましたが、セグメント利益（営業利益）は9千8百万円と前連結会計年度比67.4％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29億1千2百万円と前年同四半期比6.0％減少し、1億7千9百万円のセグ

メント損失（営業損失）（前年同四半期は1千2百万円の利益）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四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144億9千6百万円増加し、383億2千8百万

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、主に受取手形、売掛金及び契約資産の増加により276億6千1百万円（前連結会計年度末比119

億8千5百万円増加）となりました。

　（ロ）固定資産

固定資産の残高は、主に土地の増加により106億6千7百万円（前連結会計年度末比25億1千万円増加）となりまし

た。

　（ハ）流動負債

流動負債の残高は、主に支払手形及び買掛金の増加により216億7千7百万円（前連結会計年度末比130億5千1百万

円増加）となりました。

　（二）固定負債

固定負債の残高は、主に長期借入金の増加により27億2千8百万円（前連結会計年度末比7億7千1百万円増加）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139億2千2百万円（前連結会計年度末比6億7千3百万円増

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

連結業績予想につきましては、2022年11月11日の「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」で公表いたしました通期の連結業績予想に変更

はありません。
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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 2,673,747 5,979,878

受取手形、売掛金及び契約資産 5,796,750 9,843,701

電子記録債権 2,325,602 3,633,588

商品及び製品 3,323,626 4,300,267

仕掛品 578,607 1,074,966

原材料及び貯蔵品 537,040 2,176,875

その他 455,710 668,490

貸倒引当金 △15,081 △16,251

流動資産合計 15,676,004 27,661,516

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,440,992 1,715,917

機械装置及び運搬具（純額） 2,188,117 3,305,155

工具、器具及び備品（純額） 159,615 238,312

土地 1,233,071 2,574,957

リース資産（純額） 190,739 262,279

建設仮勘定 664,069 89,255

有形固定資産合計 5,876,606 8,185,878

無形固定資産 82,594 89,283

投資その他の資産

投資有価証券 1,615,864 1,675,903

退職給付に係る資産 167,429 178,449

その他 414,077 537,882

投資その他の資産合計 2,197,371 2,392,235

固定資産合計 8,156,573 10,667,397

資産合計 23,832,577 38,328,914
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(単位：千円)

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 6,976,835 12,040,405

電子記録債務 － 4,178,793

短期借入金 530,015 4,197,707

未払法人税等 118,319 205,578

未払消費税等 25,504 56,322

賞与引当金 186,651 128,128

役員賞与引当金 20,000 15,025

その他 769,269 855,695

流動負債合計 8,626,595 21,677,655

固定負債

長期借入金 658,253 1,027,826

役員退職慰労引当金 － 21,265

退職給付に係る負債 773,285 838,057

長期未払金 280,015 280,015

その他 245,346 561,437

固定負債合計 1,956,899 2,728,600

負債合計 10,583,495 24,406,256

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 9,373,161

自己株式 △41,015 △41,050

株主資本合計 12,416,338 12,657,402

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 557,663 526,291

為替換算調整勘定 195,300 659,565

退職給付に係る調整累計額 12,671 11,763

その他の包括利益累計額合計 765,635 1,197,620

非支配株主持分 67,108 67,634

純資産合計 13,249,082 13,922,657

負債純資産合計 23,832,577 38,328,914
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
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 20,309,393 23,171,562

売上原価 17,851,420 21,042,051

売上総利益 2,457,972 2,129,510

販売費及び一般管理費 2,198,636 2,211,069

営業利益又は営業損失（△） 259,336 △81,558

営業外収益

受取利息 10,350 8,207

受取配当金 43,437 57,519

為替差益 50,438 40,586

その他 31,193 38,152

営業外収益合計 135,419 144,467

営業外費用

支払利息 54,628 55,549

その他 12,786 5,042

営業外費用合計 67,414 60,592

経常利益 327,341 2,315

特別利益

固定資産売却益 1,437 28,026

投資有価証券売却益 － 15

ゴルフ会員権売却益 680 －

負ののれん発生益 － 502,735

特別利益合計 2,117 530,776

特別損失

固定資産売却損 1,038 －

減損損失 － 100,837

固定資産除却損 342 962

その他 89 268

特別損失合計 1,470 102,068

税金等調整前四半期純利益 327,988 431,024

法人税等 102,226 95,961

四半期純利益 225,762 335,062

非支配株主に帰属する四半期純利益 4,515 4,342

親会社株主に帰属する四半期純利益 221,246 330,720
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
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 225,762 335,062

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,259 △33,945

為替換算調整勘定 21,548 464,936

退職給付に係る調整額 290 △908

その他の包括利益合計 24,099 430,082

四半期包括利益 249,861 765,145

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 245,337 762,705

非支配株主に係る四半期包括利益 4,523 2,439
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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。

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。

　


