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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 42,568 14.8 4,597 15.0 5,731 29.1 3,919 34.4

2022年3月期第2四半期 37,068 21.7 3,998 104.1 4,439 93.3 2,917 82.3

（注）包括利益 2023年3月期第2四半期　　6,783百万円 （66.3％） 2022年3月期第2四半期　　4,079百万円 （94.7％）

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 137.92 ―

2022年3月期第2四半期 100.25 ―

(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 120,992 89,355 73.9

2022年3月期 118,963 86,877 73.0

（参考）自己資本 2023年3月期第2四半期 89,355百万円 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 ： 有

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 ： 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（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2Q 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2Q 4,249,138 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2Q 28,418,599 株 2022年3月期2Q 29,098,842 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２四半期連結累計期間における世界経済は、中国のゼロコロナ政策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、ウクライナ危機、原材料

価格の高騰、サプライチェーンの混乱が続くうえ、世界的なインフレ率の上昇やこれに伴う急速な金融引き締めに

よる景気後退懸念が更に強まっており、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。

当第２四半期連結累計期間の当社グループの業績は、想定以上の円安の影響もあり、売上高42,568百万円（前年

同期比14.8％増）、営業利益4,597百万円（前年同期比15.0％増）、経常利益5,731百万円（前年同期比29.1％

増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は3,919百万円（前年同期比34.4％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、二輪車用はユーザによる在庫調整に伴い需要が減少したことから、全体では

微増となりました。

一般産業用ベルトは、主要ユーザの部品不足による減産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、主力製品の拡販活動が寄与し、売上高が増加しました。

その結果、当セグメントの売上高は14,288百万円（前年同期比2.7％増）、セグメント利益は4,724百万円（前年

同期比24.7％増）となりました。

〔海外ベルト〕

自動車用ベルトは、ゼロコロナ政策の影響が残る中国では売上高が減少しましたが、東南アジアや欧米では四輪

車用の売上高が回復しました。また、二輪車・多用途四輪車用については、米国での部品不足による生産調整の影

響を受け、前年同期並みとなりましたが、その他の地域においては堅調に推移しました。

一般産業用ベルトは、東南アジアを中心に、補修市場での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顧客の生産回復により、売上高が増加しました。

その結果、為替の円安影響もあり、当セグメントの売上高は23,387百万円（前年同期比30.4％増）、セグメント

利益は2,399百万円（前年同期比28.2％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の影響を受け、改修工事の遅れがあったものの、価格改定の効果もあり、前年同

期並みの売上高となりました。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2,140百万円（前年同期比20.2％減）、セグメント損失は56百万円（前年同

期はセグメント利益99百万円）となりました。

〔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、2,752百万円（前年同期比8.6％増）、セグメント利益は96百万円（前

年同期比4.1％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、セグメント利益又は損失はセグ

メント間取引消去前の金額を記載しております。

なお、セグメント利益又は損失は、営業利益ベースの数値であります。
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（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末は、固定資産が650百万円減少したものの、流動資産が2,679百万円増加したことか

ら、総資産は前連結会計年度末比2,029百万円増加の120,992百万円となりました。

負債は、流動負債が24百万円増加したものの、固定負債が474百万円減少したことから、前連結会計年度末比450

百万円減少の31,636百万円となりました。

純資産は、自己株式が1,163百万円増加したものの、利益剰余金が753百万円、その他の包括利益累計額が2,863

百万円それぞれ増加した結果、前連結会計年度末比2,478百万円増加の89,355百万円となりました。

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73.9％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

2023年３月期通期の連結業績予想につきましては、世界経済の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。詳細につきましては、本日公表しました

「2023年３月期第２四半期連結累計期間の業績予想値と実績値の差異、通期連結業績予想の修正及び剰余金の配当

（中間配当）並びに期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。
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（単位：百万円）

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 34,708 33,815

受取手形、売掛金及び契約資産 17,788 18,883

商品及び製品 15,324 16,729

仕掛品 2,115 2,424

原材料及び貯蔵品 3,892 4,355

その他 833 1,150

貸倒引当金 △123 △139

流動資産合計 74,540 77,219

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,329 7,600

機械装置及び運搬具（純額） 9,115 10,182

工具、器具及び備品（純額） 2,054 1,969

土地 3,958 3,981

リース資産（純額） 1,409 1,631

建設仮勘定 2,804 3,079

有形固定資産合計 26,671 28,444

無形固定資産 891 789

投資その他の資産

投資有価証券 15,179 12,691

その他 1,698 1,866

貸倒引当金 △18 △18

投資その他の資産合計 16,860 14,539

固定資産合計 44,423 43,773

資産合計 118,963 120,992

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 9,898 10,012

短期借入金 3,227 3,231

未払法人税等 1,576 820

賞与引当金 928 1,141

製品保証引当金 508 538

その他 6,075 6,494

流動負債合計 22,215 22,239

固定負債

長期借入金 900 450

退職給付に係る負債 2,226 2,762

役員退職慰労引当金 13 15

その他 6,730 6,168

固定負債合計 9,870 9,396

負債合計 32,086 31,636

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 71,068

自己株式 △6,395 △7,558

株主資本合計 74,188 73,804

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 7,678

為替換算調整勘定 3,344 7,969

退職給付に係る調整累計額 △25 △96

その他の包括利益累計額合計 12,688 15,551

純資産合計 86,877 89,355

負債純資産合計 118,963 120,992
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（単位：百万円）

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 37,068 42,568

売上原価 25,150 29,001

売上総利益 11,918 13,566

販売費及び一般管理費 7,919 8,968

営業利益 3,998 4,597

営業外収益

受取利息 44 79

受取配当金 198 223

為替差益 191 1,052

その他 152 157

営業外収益合計 587 1,513

営業外費用

支払利息 21 21

固定資産除却損 54 243

その他 70 113

営業外費用合計 146 379

経常利益 4,439 5,731

税金等調整前四半期純利益 4,439 5,731

法人税等 1,522 1,811

四半期純利益 2,917 3,919

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,917 3,919

（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）
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（単位：百万円）

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 2,917 3,919

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,280 △1,690

為替換算調整勘定 △210 4,624

退職給付に係る調整額 91 △71

その他の包括利益合計 1,162 2,863

四半期包括利益 4,079 6,783

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 4,079 6,783

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２四半期連結累計期間）
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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。

（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 13,918 17,931 2,683 34,533 2,534 37,068 － 37,068

セグメント間の内部売上高

又は振替高
5,514 907 3 6,425 570 6,996 △6,996 －

計 19,433 18,839 2,686 40,959 3,105 44,065 △6,996 37,068

セグメント利益 3,787 1,871 99 5,757 92 5,849 △1,851 3,998

（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 14,288 23,387 2,140 39,815 2,752 42,568 － 42,568

セグメント間の内部売上高

又は振替高
7,094 1,029 0 8,123 1,002 9,126 △9,126 －

計 21,382 24,416 2,140 47,939 3,755 51,694 △9,126 42,568

セグメント利益又は損失（△） 4,724 2,399 △56 7,067 96 7,163 △2,565 4,597

（セグメント情報）

Ⅰ  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）

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△1,851百万円には、セグメント間取引消去△99百万円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△1,751百万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２四半期連結累計期間（自  2022年４月１日  至  2022年９月30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  セグメント利益又は損失（△）の調整額△2,565百万円には、セグメント間取引消去△608百万円、各報告セ

グメントに配分していない全社費用△1,956百万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  セグメント利益又は損失（△）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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