
　

2023年３月期  第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023年２月10日

上場会社名 東京ラヂエーター製造株式会社 上場取引所  東

コード番号 7235 ＵＲＬ  http://www.tokyo-radiator.co.jp/

代表者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）落合　久男

問合せ先責任者 （役職名）管理本部　本部長 （氏名）矢野　和彦 ＴＥＬ  0466-87-1231

四半期報告書提出予定日 2023年２月10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）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 23,759 20.6 295 - 457 691.4 △1,064 -

2022年３月期第３四半期 19,708 - △58 - 57 - △307 -

（注）包括利益 2023年３月期第３四半期 111百万円（△78.3％） 2022年３月期第３四半期 511百万円（－％）

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 △73.95 -

2022年３月期第３四半期 △21.36 -

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 33,660 23,231 63.5

2022年３月期 31,640 23,349 68.4

（参考）自己資本 2023年３月期第３四半期 21,371百万円 2022年３月期 21,638百万円

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 - 8.00 - 0.00 8.00

2023年３月期 - 8.00 -

2023年３月期（予想） 8.00 16.00

（％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 30,000 11.2 300 - 500 420.9 △800 - △55.60

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）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年３月期３Ｑ 14,400,000株 2022年３月期 14,400,000株

②  期末自己株式数 2023年３月期３Ｑ 12,107株 2022年３月期 12,083株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期３Ｑ 14,387,915株 2022年３月期３Ｑ 14,387,917株

※  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）

※  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。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

当第３四半期連結累計期間（2022年４月１日～2022年12月31日）の当社グループ（当社及び連結子会社）の主

要市場でありますトラック市場におきましては、国内向けは、車両生産の遅れにより販売は前年よりも減少しま

した。一方で海外向けは、東南アジア向けを中心に堅調に推移しております。

また、産業・建設機械市場におきましては、主に東南アジア向けを中心に需要は旺盛で、販売は前年よりも増

加しました。

このような状況のもと、当社グループにおきましては、中国の売上はコロナウイルスや部品不足による生産減

少の影響はあったものの、為替レートが昨年度よりも円安で推移したため、前年同四半期に比べ増加しました。

また、日本では輸出向け用製品の販売が堅調であり、タイ・インドネシアでは景気回復を背景に前年同四半期に

比べ増加しました。この結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期に比べ40億

50百万円（20.6％）増加し237億59百万円となりました。

利益面におきましては、光熱費の高騰やアルミ・鋼材市況及び物流費の高止まり、部品供給不足を理由とした

生産調整の広がりによる生産効率の悪化に伴うコスト上昇はあるものの、効率的な生産と原価低減活動等によ

り、営業利益は、前年同四半期に比べ３億54百万円改善し２億95百万円、経常利益は、前年同四半期に比べ３億

99百万円（691.4％）改善し４億57百万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純損失は、特別損失とし

て、当社製品に起因するリコールに伴う費用の計上及び繰延税金資産の取り崩しによる法人税等調整額の計上に

より、前年同四半期に比べ７億56百万円悪化し10億64百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、336億60百万円と前連結会計年度末に比べ20億19百万円の増加

となりました。

流動資産は224億95百万円と前連結会計年度末に比べ18億９百万円の増加となり、固定資産は111億64百万円と前

連結会計年度末に比べ２億10百万円の増加となりました。

流動資産増加は主として、現金及び預金が６億70百万円減少したものの、受取手形、売掛金及び契約資産が15億

21百万円、原材料及び貯蔵品が３億94百万円、電子記録債権が３億14百万円、仕掛品が１億17百万円、商品及び製

品が１億６百万円増加したこと等によるものです。

固定資産増加は主として、有形固定資産が２億１百万円増加したこと等によるものです。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における負債は、104億28百万円と前連結会計年度末に比べ21億37百万円の増加と

なりました。

流動負債は91億85百万円と前連結会計年度末に比べ18億59百万円の増加となり、固定負債は12億42百万円と前連

結会計年度末に比べ２億78百万円の増加となりました。

流動負債増加は主として、設備関係未払金が３億21百万円減少したものの、電子記録債務が９億29百万円、特別

クレーム損失引当金が７億88百万円、支払手形及び買掛金が２億29百万円、営業外電子記録債務が１億44百万円増

加したこと等によるものです。

固定負債増加は主として、繰延税金負債が２億42百万円増加したこと等によるものです。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、232億31百万円と前連結会計年度末に比べ１億17百万円の減少

となりました。

これは主として、為替換算調整勘定が９億42百万円、非支配株主持分が１億49百万円増加したものの、親会社株

主に帰属する四半期純損失（累計期間）10億64百万円と配当金１億15百万円の支払いとの合計で利益剰余金が11億

79百万円減少したこと等によるものです。

（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12月27日の「当社製品に起因する車両のリコールに伴う特別損失の計上及

び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
(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 8,272,842 7,602,015

受取手形、売掛金及び契約資産 7,516,177 9,037,309

電子記録債権 808,526 1,122,694

商品及び製品 986,997 1,093,831

仕掛品 424,826 542,569

原材料及び貯蔵品 2,199,556 2,594,226

未収還付法人税等 23,954 33,874

その他 453,196 469,378

流動資産合計 20,686,077 22,495,900

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,022,832 6,233,745

減価償却累計額 △3,409,284 △3,576,947

建物及び構築物（純額） 2,613,547 2,656,798

機械装置及び運搬具 16,218,769 17,221,181

減価償却累計額 △12,506,801 △13,261,139

機械装置及び運搬具（純額） 3,711,967 3,960,041

工具、器具及び備品 7,261,655 7,630,560

減価償却累計額 △6,117,451 △6,618,886

工具、器具及び備品（純額） 1,144,204 1,011,674

土地 1,106,558 1,106,558

建設仮勘定 692,680 735,043

有形固定資産合計 9,268,959 9,470,117

無形固定資産 243,959 218,118

投資その他の資産

投資有価証券 1,237,087 1,246,942

繰延税金資産 53,704 52,589

退職給付に係る資産 78,423 112,467

その他 72,578 64,498

投資その他の資産合計 1,441,794 1,476,499

固定資産合計 10,954,713 11,164,734

資産合計 31,640,791 33,660,635

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 3,082,362 3,312,298

電子記録債務 2,335,075 3,264,703

未払費用 941,239 873,367

未払法人税等 97,162 95,157

製品保証引当金 35,036 33,177

特別クレーム損失引当金 - 788,022

営業外電子記録債務 125,764 270,321

設備関係未払金 427,694 106,407

その他 282,459 442,536

流動負債合計 7,326,794 9,185,991

固定負債

退職給付に係る負債 17,349 18,288

繰延税金負債 753,895 996,691

その他 193,248 227,966

固定負債合計 964,493 1,242,946

負債合計 8,291,287 10,428,937

純資産の部

株主資本

資本金 1,317,600 1,317,600

資本剰余金 778,300 778,300

利益剰余金 17,676,048 16,496,902

自己株式 △4,587 △4,603

株主資本合計 19,767,361 18,588,198

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 571,101 563,605

為替換算調整勘定 931,966 1,874,556

退職給付に係る調整累計額 367,668 344,682

その他の包括利益累計額合計 1,870,736 2,782,844

非支配株主持分 1,711,406 1,860,655

純資産合計 23,349,504 23,231,698

負債純資産合計 31,640,791 33,660,635
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(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 19,708,745 23,759,562

売上原価 17,835,005 21,239,312

売上総利益 1,873,739 2,520,249

販売費及び一般管理費 1,932,056 2,224,423

営業利益又は営業損失（△） △58,316 295,825

営業外収益

受取利息 80,640 67,453

受取配当金 22,180 36,722

為替差益 - 20,910

受取賃貸料 1,739 1,957

受取手数料 7,502 7,611

雇用調整助成金 - 9,693

その他 28,422 29,967

営業外収益合計 140,486 174,317

営業外費用

支払利息 8,864 12,123

為替差損 14,366 -

その他 1,184 918

営業外費用合計 24,414 13,041

経常利益 57,755 457,101

特別利益

固定資産売却益 55 346

特別利益合計 55 346

特別損失

固定資産売却損 40 -

固定資産除却損 25,794 1,942

特別クレーム損失 - 923,496

特別損失合計 25,835 925,438

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
31,975 △467,991

法人税、住民税及び事業税 203,913 248,408

法人税等調整額 73,728 265,209

法人税等合計 277,641 513,618

四半期純損失（△） △245,666 △981,609

非支配株主に帰属する四半期純利益 61,593 82,433

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △307,259 △1,064,042

（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）
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（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)

四半期純損失（△） △245,666 △981,609

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 113,115 △7,495

為替換算調整勘定 681,653 1,123,106

退職給付に係る調整額 △37,480 △22,985

その他の包括利益合計 757,288 1,092,625

四半期包括利益 511,622 111,015

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 335,367 △151,934

非支配株主に係る四半期包括利益 176,254 262,950

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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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）

当第３四半期連結会計期間（自 2022年10月１日 至 2022年12月31日）

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３四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年12月31日）

該当事項はありません。

３．その他

該当事項はありません。

- 7 -

東京ラヂエーター製造株式会社 (7235)
2023年３月期 第３四半期決算短信


