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1. 2022年3月期第2四半期の連結業績（2021年4月1日～2021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 ％

2022年3月期第2四半期 52,521 ― 1,139 1,234.3 1,247 764.7 854 1,177.6

2021年3月期第2四半期 47,036 △24.5 85 △89.4 144 △82.9 66 △88.3

（注）包括利益 2022年3月期第2四半期　　1,101百万円 （166.0％） 2021年3月期第2四半期　　414百万円 （△35.9％）

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

2022年3月期第2四半期 87.37 ―

2021年3月期第2四半期 6.85 ―

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、2022年3月期第2四半期に
係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっており、売上高については、対前年同四半期増減率は記載しておりません。

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2022年3月期第2四半期 61,094 24,929 40.8 2,549.28

2021年3月期 59,275 24,075 40.6 2,461.90

（参考）自己資本 2022年3月期第2四半期 24,929百万円 2021年3月期 24,075百万円

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、2022年3月期第2四半期に
係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

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

2021年3月期 ― 5.00 ― 25.00 30.00

2022年3月期 ― 40.00

2022年3月期（予想） ― 40.00 80.00

（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. 2022年 3月期の連結業績予想（2021年 4月 1日～2022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 116,438 ― 2,259 171.5 2,400 137.6 1,587 153.1 162.31

（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）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、2022年3月期の連結業績
予想に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっており、売上高については、対前期増減率は記載しておりません。



※ 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

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 ： 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P5「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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年3月期2Q 11,103,500 株 2021年3月期 11,103,500 株

② 期末自己株式数 2022年3月期2Q 1,324,412 株 2021年3月期 1,324,212 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年3月期2Q 9,779,195 株 2021年3月期2Q 9,769,242 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当たっての注意事項等については、添付資料P2「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

当社グループは、第１四半期連結会計期間より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年

３月31日）等を適用しております。そのため、当第２四半期連結累計期間における経営成績に関する説明は、売上

高については前第２四半期連結累計期間と比較しての増減額及び前年同期比（％）を記載せずに説明しておりま

す。

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、コロナ変異株の新たな猛威と医療機関の危機的状況により、

５回目の緊急事態宣言が発令・延長され、長期間の経済活動の制限を余儀なくされました。一方で、新型コロナワ

クチン接種が本格的に開始され、感染規模の鎮静化が見られつつあります。

経済活動においては、前年度後半から回復傾向が見られた自動車産業関連ですが、足元は半導体及び部品の供給

不足による減産など、コロナ影響がサプライチェーンに依然深刻な影響を及ぼしております。

　また、当社を取り巻く鉄鋼業界においては、国内鉄鋼メーカーの生産拠点の整備が進む中、鋼材供給の逼迫化、

原材料価格の高騰や海外鉄鋼メーカーの輸出調整などにより世界的に鋼材価格の大幅な上昇が続いております。

　このような環境下、当社グループは、お客様に価格転嫁を丁寧に説明しつつ安定的な鋼材供給に努めてまいりま

した。また、新規に立ち上げた事業は不安定な環境の中にありながらも、着実に安定操業に向かって進んでおりま

す。

　その結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は525億21百万円となりました。また、利益面に

おいては鋼材価格の上昇が寄与したことにより、営業利益は11億39百万円（前年同期比1,234.3％増）、経常利益

は12億47百万円（同764.7％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は８億54百万円（同1,177.6％増）の結果と

なりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産）

　当第２四半期連結会計期間末における流動資産は478億６百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億80百万円

増加しました。これは主に現金及び預金の減少41億62百万円、売上債権（受取手形及び売掛金、電子記録債権）の

増加６億86百万円、商品の増加44億93百万円によるものであります。また、固定資産は132億51百万円となり、前

連結会計年度末に比べ３億８百万円増加しました。これは主に投資有価証券の時価の上昇による増加３億63百万円

によるものであります。

　この結果、総資産は610億94百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億19百万円増加しました。

(負債）

　当第２四半期連結会計期間末における流動負債は291億14百万円となり、前連結会計年度末に比べ21億47百万円

増加し、固定負債は70億50百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億82百万円減少しました。

これは主に仕入債務（支払手形及び買掛金、電子記録債務）の増加12億89百万円、短期借入金の減少３億円、長期

借入金の減少２億58百万円によるものであります。

　この結果、負債は361億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億65百万円増加しました。

(純資産）

　当第２四半期連結会計期間末における純資産は249億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億53百万円増

加しました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益の計上８億54百万円、その他有価証券評価差額金の増

加２億54百万円、配当金の支払２億44百万円によるものであります。

　この結果、自己資本比率は40.8％（前連結会計年度末は40.6％）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、2021年８月27日の「業績予想および配当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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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,939,842 2,776,862

受取手形及び売掛金 20,345,334 19,843,191

電子記録債権 8,508,311 9,697,205

商品 10,438,356 14,932,193

その他 96,561 559,836

貸倒引当金 △2,885 △2,957

流動資産合計 46,325,521 47,806,332

固定資産

有形固定資産 6,729,266 6,694,086

無形固定資産 45,187 45,642

投資その他の資産

投資有価証券 5,735,131 6,098,360

その他 441,772 421,114

貸倒引当金 △7,494 △7,296

投資その他の資産合計 6,169,409 6,512,177

固定資産合計 12,943,863 13,251,906

繰延資産 6,272 36,456

資産合計 59,275,657 61,094,695

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,151,880 11,229,905

電子記録債務 2,362,333 2,574,062

短期借入金 11,900,000 11,600,000

１年内償還予定の社債 1,000,000 1,500,000

１年内返済予定の長期借入金 516,800 1,016,800

未払法人税等 144,811 438,357

賞与引当金 204,757 225,308

その他 685,656 529,749

流動負債合計 26,966,239 29,114,182

固定負債

社債 1,500,000 1,000,000

長期借入金 4,887,200 4,128,800

その他 1,846,546 1,922,077

固定負債合計 8,233,746 7,050,877

負債合計 35,199,986 36,165,060

純資産の部

株主資本

資本金 2,310,000 2,310,000

資本剰余金 1,802,654 1,802,654

利益剰余金 17,023,168 17,630,042

自己株式 △1,056,091 △1,056,289

株主資本合計 20,079,731 20,686,408

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,884,298 3,139,166

土地再評価差額金 977,583 977,583

退職給付に係る調整累計額 134,057 126,476

その他の包括利益累計額合計 3,995,940 4,243,226

純資産合計 24,075,671 24,929,634

負債純資産合計 59,275,657 61,094,695

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）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

売上高 47,036,107 52,521,509

売上原価 44,776,944 49,035,248

売上総利益 2,259,162 3,486,261

販売費及び一般管理費 2,173,801 2,347,245

営業利益 85,361 1,139,016

営業外収益

受取利息 168 134

受取配当金 71,951 80,114

仕入割引 22,312 32,117

受取賃貸料 31,716 52,161

雑収入 32,001 22,109

営業外収益合計 158,149 186,637

営業外費用

支払利息 32,272 29,209

売上割引 19,811 －

持分法による投資損失 23,033 2,135

賃貸費用 15,167 37,434

雑損失 8,987 9,715

営業外費用合計 99,272 78,494

経常利益 144,238 1,247,159

税金等調整前四半期純利益 144,238 1,247,159

法人税、住民税及び事業税 66,454 413,964

法人税等調整額 10,905 △21,248

法人税等合計 77,360 392,715

四半期純利益 66,878 854,443

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益 66,878 854,443

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 336,107 255,147

退職給付に係る調整額 11,532 △7,581

持分法適用会社に対する持分相当額 △259 △279

その他の包括利益合計 347,379 247,286

四半期包括利益 414,258 1,101,729

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 414,258 1,101,729

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

（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

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

　これにより、代理人取引に係る収益について、従前は総額で収益を認識しておりましたが、取引の性質が財又

はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務であることから、当該取引は純額で収益を

認識する方法に変更しております。

　また、有償支給取引について、従前は有償支給した支給品の消滅を認識しておりましたが、支給品を買い戻す

義務を負っていることから、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。そのため、有償支給先に

残存する支給品の期末棚卸高については「商品」として、有償支給先から受け取る対価については「有償支給に

係る負債」としてそれぞれ認識しております。

　なお、従前、営業外費用に計上しておりました売上割引については、売上高より控除しております。

　この結果、従前の会計処理と比較して、当第２四半期連結累計期間の売上高は70億31百万円、売上原価は70億

13百万円、営業外費用、売上総利益及び営業利益がそれぞれ28百万円減少しております。また、商品は１億41百

万円、流動負債その他は１億49百万円それぞれ増加しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。なお、利

益剰余金期首残高に与える影響は軽微であります。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等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いたしました。なお、これによる四半期連結財務

諸表に与える影響はありません。

（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。
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