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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 7,372 1.5 430 △1.1 471 △1.9 325 △2.9

2022年3月期第1四半期 7,261 23.1 434 69.2 481 62.7 335 59.4

（注）包括利益 2023年3月期第1四半期　　314百万円 （△15.5％） 2022年3月期第1四半期　　372百万円 （△11.3％）

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 76.63 ―

2022年3月期第1四半期 77.58 ―

(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 28,225 19,085 67.6

2022年3月期 28,968 19,280 66.5

（参考）自己資本 2023年3月期第1四半期 19,085百万円 2022年3月期 19,269百万円

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 ― 120.00 120.00

2023年3月期 ―

2023年3月期（予想） 0.00 ― 120.00 120.00

（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) 15,000 4.1 950 5.7 1,000 5.9 690 4.5 162.24

通期 31,000 4.3 1,960 △0.6 2,070 0.4 1,440 1.1 338.60

（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 4,700,000 株 2022年3月期 4,700,000 株

② 期末自己株式数 2023年3月期1Q 442,731 株 2022年3月期 447,143 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期1Q 4,254,225 株 2022年3月期1Q 4,326,957 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２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。

　決算補足説明資料は、当社ウェブサイトに掲載いたします。
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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世界経済及び日本経済は、多くの国々で新型コロナウイルスとの共存が進み、

消費マインドの改善とともに設備投資も堅調に推移し、経済は回復基調に進みました。一方、ウクライナ情勢の影

響による資源供給不足問題や、物価上昇抑制のための米国利上げによる記録的な円安進行もあり、依然として先行

きは不透明な状況であります。

このような経済環境下における当社グループの国内販売は、引き続き世界的な半導体不足により、半導体・液晶

製造装置を製造する得意先への販売が好調に推移してまいりました。また、高速通信規格５Ｇへの設備投資も継続

し、スマートフォン等に関連する得意先向けの販売も堅調でありました。一方で、半導体不足等の影響により自動

車関連の得意先への販売回復は鈍化傾向にあるものの、電気自動車関連の設備投資は拡大傾向にあります。海外販

売については、スマートフォン向け電子部品に関連する得意先への産業用ロボットの販売は、前年実績を下回った

ものの、依然高水準で推移いたしました。なお、人件費の増加により利益につきましては微減となりました。

以上の結果、売上高は73億72百万円(前年同四半期比1.5％増)、営業利益は４億30百万円(前年同四半期比1.1％

減)、経常利益は４億71百万円(前年同四半期比1.9％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は３億25百万円(前年

同四半期比2.9％減)となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末比1.1ポイント増の67.6％となりました。

(資産)

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して７億42百万円(2.6％)減の282億25百万

円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末比５億94百万円(2.7％)減の211億67百万円となりましたが、現金及び預金の減

少(８億73百万円)と受取手形及び売掛金の増加(３億１百万円)が主な要因となっております。

固定資産は、前連結会計年度末比１億48百万円(2.1％)減の70億58百万円となりましたが、投資その他の資産の

減少(１億55百万円)が主な要因となっております。

(負債)

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比較して５億47百万円(5.7％)減の91億40百万

円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末比５億40百万円(5.9％)減の86億96百万円となりましたが、未払法人税等の減少

(２億89百万円)、支払手形及び買掛金の減少(２億85百万円)、引当金の減少(１億43百万円)と電子記録債務の増

加(３億３百万円)が主な要因となっております。

固定負債は、前連結会計年度末比６百万円(1.5％)減の４億43百万円であり、特記すべき事項はありません。

(純資産)

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上(３億25百万円)によ

る増加と前期決算の剰余金の配当(５億11百万円)による減少などにより、前連結会計年度末と比べ１億94百万円

(1.0％)減の190億85百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、2022年５月11日付の当社「2022年

３月期決算短信〔日本基準〕(連結)」において発表しました業績予想に変更はありません。

なお、業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、実際の業績は

様々な要因により予想値と異なる場合があります。
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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 10,100,528 9,227,435

受取手形及び売掛金 8,244,562 8,546,459

電子記録債権 3,007,120 2,974,383

商品 275,585 325,515

その他 133,983 93,491

流動資産合計 21,761,780 21,167,286

固定資産

有形固定資産 1,955,753 1,951,764

無形固定資産 419,705 430,902

投資その他の資産 4,831,392 4,676,039

固定資産合計 7,206,851 7,058,705

資産合計 28,968,632 28,225,992

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,360,311 3,075,310

電子記録債務 4,769,515 5,072,806

未払法人税等 403,165 113,602

引当金 233,396 90,000

その他 471,238 344,940

流動負債合計 9,237,627 8,696,660

固定負債

引当金 7,749 7,083

その他 442,485 436,452

固定負債合計 450,234 443,536

負債合計 9,687,862 9,140,196

純資産の部

株主資本

資本金 1,148,000 1,148,000

資本剰余金 1,091,862 1,095,438

利益剰余金 16,676,203 16,490,574

自己株式 △872,166 △861,916

株主資本合計 18,043,898 17,872,096

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,032,246 925,469

為替換算調整勘定 192,874 288,230

その他の包括利益累計額合計 1,225,121 1,213,699

株式引受権 11,750 -

純資産合計 19,280,770 19,085,795

負債純資産合計 28,968,632 28,225,992
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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 7,261,946 7,372,336

売上原価 6,242,741 6,324,114

売上総利益 1,019,205 1,048,221

販売費及び一般管理費 584,377 618,212

営業利益 434,827 430,009

営業外収益

受取利息 1,448 2,774

受取配当金 20,947 24,930

仕入割引 12,358 13,959

その他 12,422 6,325

営業外収益合計 47,176 47,989

営業外費用

為替差損 - 5,576

その他 849 497

営業外費用合計 849 6,074

経常利益 481,154 471,924

税金等調整前四半期純利益 481,154 471,924

法人税、住民税及び事業税 107,969 105,014

法人税等調整額 37,500 40,923

法人税等合計 145,470 145,938

四半期純利益 335,684 325,986

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 335,684 325,986
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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 335,684 325,986

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △24,315 △106,777

為替換算調整勘定 60,784 95,355

その他の包括利益合計 36,469 △11,421

四半期包括利益 372,153 314,564

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 372,153 314,564

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。

　


