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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第１四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年６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１四半期 1,563 △12.6 108 △30.8 105 △31.5 108 △28.8

2022年３月期第１四半期 1,789 3.7 156 △6.9 153 △5.4 152 △5.6
(注)包括利益 2023年３月期第１四半期 92百万円(△26.2％) 2022年３月期第１四半期 125百万円(△30.0％)

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１四半期 33.24 －

2022年３月期第１四半期 44.60 －
　

（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１四半期 7,844 2,123 27.1

2022年３月期 7,484 2,079 27.8
(参考) 自己資本 2023年３月期第１四半期 2,123百万円 2022年３月期 2,079百万円
　

　

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 － 0.00 － 15.00 15.00

2023年３月期 －

2023年３月期(予想) － － 20.00 －
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

(注) 当社は定款において第２四半期末日及び期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では第２四半期末日
における配当予想額は未定であります。

　

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、通期は対前期、四半期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

第２四半期(累計) 3,400 3.9 260 5.0 250 6.1 245 3.4 74.85

通期 7,000 8.1 530 0.5 510 0.0 500 △12.4 152.76
(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 ： 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 ： 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１Ｑ 3,462,400株 2022年３月期 3,462,400株

② 期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 189,269株 2022年３月期 189,192株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 3,273,170株 2022年３月期１Ｑ 3,427,940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、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あたっての注意事項等については、添付資料３ページ「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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の新規感染者の減少傾向に伴

い、ウィズコロナによる本格的な経済活動の正常化に向け、少しずつ前進していきました。

一方で、米国の金融引き締めや中国の沿岸部での大規模なロックダウンによるサプライチェーンの混乱、さら

にはウクライナ侵攻等による原油をはじめとする資源価格の高騰が、消費者物価の上昇を招き、世界経済の先行

きについては依然不透明な状況が続いております。

こうした状況の下、当社グループは引き続き、新規市場の開拓や販売力の強化、 並びに製造工程の改善活動

などによる生産性の向上に積極的に取り組んでまいりました。

その結果、当第１四半期連結累計期間においては、売上高は1,563百万円(前年同四半期比12.6％減)、営業利

益は108百万円(前年同四半期比30.8％減)、経常利益は105百万円(前年同四半期比31.5％減)、親会社株主に帰属

する四半期純利益は108百万円(前年同四半期比28.8％減)となりました。

なお、セグメント別では、当社グループは、１工場で工作機械の製造を行い、販売するという単一事業を展開

しております。

そこで、セグメント別の「工作機械事業」としては、上記のとおりですが、以下「機種別」に市場動向、販売

状況等を補足させていただきます。

① ラップ盤

デジタル家電向の設備投資は、国内外のパワー半導体ウエーハや光学部品加工用設備の需要が堅調に推移し

ました。一方、ガラスハードディスク基板加工用設備と自動車部品をはじめとする金属部品加工用ファイング

ラインディングマシンの販売が伸び悩み、売上高は583百万円(前年同四半期比34.9％減)となりました。

② ホブ盤、フライス盤

ホブ盤では、国内の釣具関連向の需要と国内外の各種減速機向歯車加工用設備の販売が堅調に推移しまし

た。一方で、自動車部品加工用設備の需要は低迷し、フライス盤においては国内向に特殊機の売上が寄与した

ものの、あわせて売上高は466百万円(前年同四半期比6.1％減)となりました。

③ 部品、歯車

ハードディスク基板をはじめとする光学ガラスや半導体シリコンウエーハ加工用の部品・消耗部品の販売が

堅調に推移し、売上高は512百万円(前年同四半期比29.6％増)となりました。

（２）財政状態に関する説明

(流動資産)

当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は5,019百万円で、前連結会計年度末に比べ413百万円増

加しております。主な増加要因は、棚卸資産の増加275百万円、現金及び預金の増加149百万円であり、主な減少

要因は、受取手形及び売掛金の減少11百万円であります。

(固定資産)

当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は2,824百万円で、前連結会計年度末に比べ53百万円減

少しております。投資その他の資産の減少37百万円、有形固定資産の減少15百万円が主な要因であります。

(流動負債)

当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は5,213百万円で、前連結会計年度末に比べ356百万円増

加しております。支払手形及び買掛金の増加231百万円、前受金の増加110百万円が主な要因であります。

(固定負債)

当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は507百万円で、前連結会計年度末に比べ40百万円減少

しております。退職給付に係る負債の減少15百万円、繰延税金負債の減少14百万円、長期借入金の減少９百万円

が主な要因であります。

(純資産)

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は2,123百万円で、前連結会計年度末に比べ43百万円増加

しております。主な増加要因は、利益剰余金の増加59百万円であり、主な減少要因は、その他有価証券評価差額

金の減少24百万円であります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　当連結会計年度(2023年３月期)の業績見通しにつきましては、連結売上高7,000百万円、連結営業利益530百万円、連

結経常利益510百万円、親会社株主に帰属する当期純利益500百万円を見込んでおり、2022年５月13日発表の連結業績予

想に変更はありませんが、今後の業況等を踏まえ、適時開示が必要と判断された場合には、速やかに開示いたします。

　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。
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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１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,397,661 1,547,143

受取手形及び売掛金 1,378,485 1,366,979

商品及び製品 38,520 45,536

仕掛品 1,600,655 1,870,629

原材料 17,931 16,553

その他 172,626 172,558

流動資産合計 4,605,881 5,019,399

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 438,437 431,553

土地 1,389,338 1,389,338

その他（純額） 459,127 450,332

有形固定資産合計 2,286,903 2,271,223

無形固定資産

その他 11,470 10,744

無形固定資産合計 11,470 10,744

投資その他の資産

投資有価証券 374,810 337,424

その他 220,307 220,508

貸倒引当金 △14,958 △14,958

投資その他の資産合計 580,159 542,975

固定資産合計 2,878,534 2,824,944

資産合計 7,484,415 7,844,343

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,056,408 2,287,481

短期借入金 159,713 157,254

１年内返済予定の長期借入金 1,408,150 1,376,278

未払法人税等 16,322 480

製品保証引当金 31,293 35,475

前受金 904,618 1,015,502

その他 280,636 341,525

流動負債合計 4,857,142 5,213,999

固定負債

長期借入金 197,280 187,560

繰延税金負債 25,641 11,076

退職給付に係る負債 287,962 271,975

資産除去債務 34,395 34,509

その他 2,160 2,160

固定負債合計 547,440 507,281

負債合計 5,404,583 5,721,281
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 928,930 928,930

利益剰余金 1,070,207 1,129,913

自己株式 △230,564 △230,633

株主資本合計 1,868,573 1,928,210

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 198,942 174,233

為替換算調整勘定 12,316 20,617

その他の包括利益累計額合計 211,259 194,851

純資産合計 2,079,832 2,123,062

負債純資産合計 7,484,415 7,844,343
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

売上高 1,789,434 1,563,292

売上原価 1,446,404 1,246,647

売上総利益 343,030 316,644

販売費及び一般管理費

販売手数料 5,165 20,137

荷造運搬費 20,546 24,112

役員報酬 30,000 33,161

従業員給料 40,686 40,493

従業員賞与 11,315 12,196

退職給付費用 2,893 3,092

その他 76,283 75,443

販売費及び一般管理費合計 186,891 208,636

営業利益 156,138 108,007

営業外収益

受取利息 20 19

受取配当金 5,021 5,905

物品売却益 1,621 1,477

不動産賃貸料 795 795

その他 2,117 2,283

営業外収益合計 9,575 10,480

営業外費用

支払利息 7,921 5,868

為替差損 2,249 5,993

支払手数料 1,117 1,117

その他 1,038 487

営業外費用合計 12,326 13,466

経常利益 153,388 105,021

特別利益

固定資産売却益 － 2,543

特別利益合計 － 2,543

特別損失

固定資産除却損 0 －

特別損失合計 0 －

税金等調整前四半期純利益 153,388 107,564

法人税、住民税及び事業税 480 478

法人税等調整額 36 △1,718

法人税等合計 516 △1,240

四半期純利益 152,871 108,804

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純利益 152,871 108,804
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

四半期純利益 152,871 108,804

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △30,953 △24,708

為替換算調整勘定 3,274 8,301

その他の包括利益合計 △27,678 △16,407

四半期包括利益 125,192 92,397

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 125,192 92,397

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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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）

当第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)

　 該当事項はありません。

　


