
2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2022年8月5日

上場会社名 株式会社 サンコー 上場取引所 東

コード番号 6964 URL http://www.sko.co.jp

代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 竹村　潔

問合せ先責任者 （役職名） 管理本部長 （氏名） 佐藤　一郎 TEL 0263-52-2918

四半期報告書提出予定日 2022年8月12日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

（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 3,624 3.6 4 △97.6 48 △79.2 46 △72.3

2022年3月期第1四半期 3,498 55.5 199 ― 232 944.5 169 ―

（注）包括利益 2023年3月期第1四半期　　138百万円 （9.0％） 2022年3月期第1四半期　　127百万円 （28.2％）

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 5.24 ―

2022年3月期第1四半期 18.75 ―

(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

2023年3月期第1四半期 19,402 13,977 72.0 1,575.20

2022年3月期 19,231 14,028 72.9 1,554.65

（参考）自己資本 2023年3月期第1四半期 13,977百万円 2022年3月期 14,028百万円

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 ― 13.00 13.00

2023年3月期 ―

2023年3月期（予想） 0.00 ― 13.00 13.00

（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、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) 6,500 △6.5 210 △43.1 250 △37.8 160 △46.2 17.88

通期 13,500 △4.2 500 △16.4 580 △19.3 420 △23.5 46.94

（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（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 ： 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 10,066,872 株 2022年3月期 10,066,872 株

② 期末自己株式数 2023年3月期1Q 1,193,586 株 2022年3月期 1,043,586 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期1Q 8,948,286 株 2022年3月期1Q 9,023,356 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.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１四半期連結累計期間における我が国の経済は、長引く半導体供給不足にCOVID-19感染再拡大による中国上海

市のロックダウンが重り再度のブレーキが掛るという状況に陥りました。

　このような状況下、当社グループ（当社及び連結子会社）の経営状況は、国内自動車メーカーの生産調整の影響を

大きく受けましたが、海外子会社の米国ＥＶ自動車向け製品の受注が好調であり、全体の売り上げ減少を下支えしま

した。収益面では、原材料等の購入品価格の高騰と国内自動車メーカーの急激な受注変更による影響が出ました。

　これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は36億２千４百万円（前年同四半期比3.6％増）、営業利益４百

万円（前年同四半期比97.6％減）、経常利益４千８百万円（前年同四半期比79.2％減）、親会社株主に帰属する四半

期純利益４千６百万円（前年同四半期比72.3％減）となりました。

　当社グループの製品別概況は、次の通りであります。

①　自動車関連製品

　安全関連、車載電装品等の自動車関連製品の売上高は26億６千万円（前年同四半期比2.5％増）となりました。

②　住宅設備関連製品

　電力会社向けスマートメーター等の住宅設備関連製品の売上高は４億６千３百万円（前年同四半期比14.7％増）

となりました。

③　デジタル家電関連製品

　デジタルカメラ等のデジタル家電関連製品の売上高は３億４百万円（前年同四半期比0.3％減）となりました。

④　事務機関連製品

　プリンター等の事務機関連製品の売上高は８千３百万円（前年同四半期比13.0％減）となりました。

⑤　その他の製品

　その他の製品の売上高は１億１千２百万円（前年同四半期比17.0％増）となりました。その他の製品の主なもの

は電子部品関連製品、産業用機器関連製品であります。

（２）財政状態に関する説明

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は194億２百万円となり、前連結会計年度末と比べ１億７千１百万円増

加しました。流動資産は136億８千万円となり、１億２千万円増加しました。これは主に、受取手形、売掛金及び契約

資産が７千１百万円、仕掛品が２億４千１百万円減少しましたが、現金及び預金が１億２千８百万円、電子記録債権

が１億９千万円、製品が１億２千万円増加したことなどによるものであります。固定資産は57億２千１百万円とな

り、５千万円増加しました。

　負債は54億２千４百万円となり、前連結会計年度末と比べ２億２千２百万円増加しました。流動負債は45億１千１

百万円となり２億１千２百万円増加しました。これは主に、支払手形及び買掛金が１億５百万円減少しましたが、電

子記録債務が８千７百万円、賞与引当金が１億５千万円増加したことなどによるものであります。固定負債は９億１

千３百万円となり９百万円増加しました。

　純資産は139億７千７百万円となり、前連結会計年度末と比べ５千万円減少しました。

（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月期の連結業績予想といたしましては、2022年５月13日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っ

ておりません。
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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)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,207,150 4,335,958

受取手形、売掛金及び契約資産 3,553,358 3,481,610

電子記録債権 1,364,073 1,554,501

有価証券 2,000,000 2,000,000

製品 268,716 389,581

仕掛品 1,279,296 1,037,582

原材料及び貯蔵品 582,813 582,362

その他 304,779 299,356

流動資産合計 13,560,187 13,680,952

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,628,206 1,669,168

機械装置及び運搬具（純額） 1,553,696 1,489,902

土地 800,403 806,914

その他（純額） 289,427 284,690

有形固定資産合計 4,271,732 4,250,675

無形固定資産 131,500 123,779

投資その他の資産

投資有価証券 898,611 941,910

その他 369,674 405,597

貸倒引当金 △700 △700

投資その他の資産合計 1,267,585 1,346,807

固定資産合計 5,670,819 5,721,262

資産合計 19,231,006 19,402,215

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,782,878 1,677,123

電子記録債務 1,751,909 1,839,144

賞与引当金 226,938 377,137

その他 536,445 617,660

流動負債合計 4,298,172 4,511,065

固定負債

役員退職慰労引当金 78,720 80,180

退職給付に係る負債 670,464 679,446

資産除去債務 127,995 127,995

その他 27,598 26,287

固定負債合計 904,777 913,909

負債合計 5,202,949 5,424,974

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 3,779,113 3,779,113

資本剰余金 3,498,197 3,498,197

利益剰余金 6,875,994 6,805,572

自己株式 △384,011 △456,311

株主資本合計 13,769,293 13,626,571

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △14,786 20,896

為替換算調整勘定 233,690 290,067

退職給付に係る調整累計額 39,858 39,705

その他の包括利益累計額合計 258,762 350,669

純資産合計 14,028,056 13,977,241

負債純資産合計 19,231,006 19,402,215

- 4 -

㈱サンコー（6964)　2023年3月期　第1四半期決算短信



（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 3,498,827 3,624,969

売上原価 2,952,188 3,280,213

売上総利益 546,639 344,756

販売費及び一般管理費 347,445 340,052

営業利益 199,193 4,703

営業外収益

受取利息 3,318 2,065

受取配当金 12,246 10,003

為替差益 － 26,322

投資有価証券売却益 27,289 －

受取賃貸料 4,500 4,500

その他 2,608 1,779

営業外収益合計 49,962 44,671

営業外費用

支払利息 196 154

為替差損 16,054 －

賃貸費用 746 702

その他 34 145

営業外費用合計 17,032 1,002

経常利益 232,123 48,371

特別利益

固定資産売却益 483 10,913

特別利益合計 483 10,913

特別損失

固定資産売却損 － 62

固定資産除却損 0 31

特別損失合計 0 94

税金等調整前四半期純利益 232,607 59,190

法人税、住民税及び事業税 108,228 46,336

法人税等調整額 △44,832 △34,026

法人税等合計 63,396 12,309

四半期純利益 169,211 46,880

親会社株主に帰属する四半期純利益 169,211 46,880

（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 169,211 46,880

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △15,243 35,683

為替換算調整勘定 △28,407 56,376

退職給付に係る調整額 1,712 △153

その他の包括利益合計 △41,939 91,906

四半期包括利益 127,271 138,787

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 127,271 138,787

（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。
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