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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２四半期累計期間におけるわが国経済は、個人消費や企業の設備投資に持ち直しの動きが見られました

が、海外の地政学的リスクに伴う資源価格の上昇や金融市場の急激な変動が懸念されるなど、その先行きに不透

明な状況が続いております。

このような状況のもとで、当社は、国内では重電機器、一般産業、電鉄・車両業界、海外ではアジアや中東各

国を重点に営業活動を行った結果、電力向けや鉄道車両用の各種スイッチが減少しましたが、コネクタ端子台や

試験用端子が増加したことから、売上高は1,890百万円（前年同期比3.1％増）となりました。

利益面におきましては、売上高が前年同期を上回ったほか、受注高の増加に伴う在庫の積上げや製造原価にお

ける経費の一部が低減したことから、営業利益は190百万円（前年同期比125.5％増）、経常利益は207百万円

（前年同期比80.1％増）、四半期純利益は145百万円（前年同期比79.6％増）となりました。

売上の状況は次のとおりであります。

なお、電気制御機器の製造加工及び販売事業が売上高の90％超であるため、売上の状況につきましては、製品

分類ごとに記載しております。

（制御用開閉器）

補助スイッチが増加しましたが、カムスイッチや鉄道車両用各種スイッチが減少したことから、売上高は513

百万円（前年同期比0.7％減）となりました。

（接続機器）

コネクタ端子台や試験用端子が増加したことから、売上高は829百万円（前年同期比13.3％増）となりまし

た。

（表示灯・表示器）

各種表示器が増加しましたが、ＬＥＤ式表示灯や集合表示灯が減少したことから、売上高は235百万円（前年

同期比0.8％減）となりました。

（電子応用機器）

デジタルアラームや表示モジュールが減少しましたが、インターフェイスユニットやアナンシェータリレーが

増加したことから、売上高は288百万円（前年同期比3.0％増）となりました。

（仕入販売）

部品販売が増加しましたが、太陽光発電向け設備の販売が減少したことから、売上高は23百万円（前年同期比

58.4％減）となりました。

（その他）

電気制御機器以外の売上高は０百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

（資産）

当第２四半期会計期間末における資産は、前事業年度末比67百万円減少し、10,936百万円となりました。主

な要因は、現金及び預金の減少160百万円、製品の増加46百万円、原材料の増加52百万円及び建物の減少52百

万円等によるものであります。

（負債）

当第２四半期会計期間末における負債は、前事業年度末比80百万円増加し、797百万円となりました。主な

要因は、買掛金の増加13百万円、未払法人税等の増加21百万円及び退職給付引当金の増加19百万円等によるも

のであります。

（純資産）

当第２四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末比147百万円減少し、10,139百万円となりまし

た。主な要因は、利益剰余金の増加53百万円及び自己株式の取得による減少228百万円等によるものでありま

す。
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②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ60百万

円減少し、1,091百万円（前年同四半期は1,144百万円）となりました。

各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間において営業活動による資金の増加は、181百万円（前年同期比43.2％減）となり

ました。主なプラス要因は、税引前四半期純利益207百万円、減価償却費106百万円等であり、主なマイナス

要因は、棚卸資産の増加額115百万円及び法人税等の支払額28百万円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間において投資活動による資金の増加は、79百万円（前年同期は290百万円の減少）

となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入（同預入による支出との純額）99百万円及び金型投

資を含む有形固定資産の取得による支出22百万円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間において財務活動による資金の減少は、325百万円（前年同期比257.0％増）となり

ました。要因は、配当金の支払額92百万円及び自己株式の取得による支出232百万円によるものでありま

す。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年１月期の業績予想につきましては、2022年８月29日付「2023年１月期第２四半期累計期間及び通期業績

予想の修正に関するお知らせ」にて発表致しました通期の業績予想に変更はございません。
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（単位：千円）

前事業年度
(2022年１月31日)

当第２四半期会計期間
(2022年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,552,192 4,391,566

受取手形及び売掛金 1,197,161 1,191,710

電子記録債権 311,988 342,255

製品 163,762 210,560

仕掛品 397,250 412,937

原材料 498,818 551,375

その他 39,880 50,214

流動資産合計 7,161,055 7,150,619

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,615,507 1,562,585

土地 1,347,627 1,347,627

その他（純額） 244,574 211,442

有形固定資産合計 3,207,709 3,121,655

無形固定資産 9,510 7,538

投資その他の資産

投資有価証券 577,579 611,488

その他 48,336 45,671

投資その他の資産合計 625,915 657,160

固定資産合計 3,843,136 3,786,354

資産合計 11,004,191 10,936,974

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表
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（単位：千円）

前事業年度
(2022年１月31日)

当第２四半期会計期間
(2022年７月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 138,762 152,076

短期借入金 120,000 120,000

未払法人税等 54,359 76,137

賞与引当金 58,533 52,939

役員賞与引当金 － 990

製品保証引当金 114,019 102,360

その他 117,489 157,860

流動負債合計 603,164 662,364

固定負債

退職給付引当金 100,732 120,461

その他 13,553 14,983

固定負債合計 114,285 135,444

負債合計 717,449 797,809

純資産の部

株主資本

資本金 1,087,250 1,087,250

資本剰余金 1,712,365 1,712,342

利益剰余金 8,286,226 8,339,937

自己株式 △1,027,968 △1,256,550

株主資本合計 10,057,873 9,882,980

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 219,680 246,996

評価・換算差額等合計 219,680 246,996

新株予約権 9,187 9,187

純資産合計 10,286,741 10,139,164

負債純資産合計 11,004,191 10,936,974
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自　2021年２月１日
　至　2021年７月31日)

当第２四半期累計期間
(自　2022年２月１日
　至　2022年７月31日)

売上高 1,833,376 1,890,896

売上原価 1,263,141 1,215,592

売上総利益 570,234 675,303

販売費及び一般管理費 485,792 484,894

営業利益 84,441 190,409

営業外収益

受取利息 347 141

受取配当金 6,159 8,026

助成金収入 15,475 5,217

投資事業組合運用益 5,917 －

為替差益 824 4,588

その他 2,788 3,292

営業外収益合計 31,513 21,267

営業外費用

支払利息 525 484

投資事業組合運用損 － 2,872

その他 1 409

営業外費用合計 526 3,766

経常利益 115,428 207,909

特別損失

固定資産除却損 0 0

特別損失合計 0 0

税引前四半期純利益 115,428 207,909

法人税等 34,353 62,306

四半期純利益 81,075 145,603

（２）四半期損益計算書

（第２四半期累計期間）
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自　2021年２月１日
　至　2021年７月31日)

当第２四半期累計期間
(自　2022年２月１日
　至　2022年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 115,428 207,909

減価償却費 140,570 106,961

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 990

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,435 19,729

受取利息及び受取配当金 △6,506 △8,168

支払利息 525 484

製品保証引当金の増減額（△は減少） 36,288 △11,659

投資事業組合運用損益（△は益） △5,917 2,872

助成金収入 △15,475 △5,217

有形固定資産除却損 0 0

売上債権の増減額（△は増加） △27,732 △24,815

棚卸資産の増減額（△は増加） △1,429 △115,041

仕入債務の増減額（△は減少） 30,639 13,314

その他 34,400 9,616

小計 322,226 196,976

利息及び配当金の受取額 6,605 8,197

利息の支払額 △539 △458

助成金の受取額 15,475 5,217

法人税等の支払額 △24,616 △28,665

営業活動によるキャッシュ・フロー 319,151 181,267

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △3,500,001 △3,200,003

定期預金の払戻による収入 3,300,000 3,300,001

有形固定資産の取得による支出 △93,470 △22,659

無形固定資産の取得による支出 △957 －

投資事業組合からの分配による収入 4,000 2,500

投資活動によるキャッシュ・フロー △290,428 79,838

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △91,107 △92,386

自己株式の取得による支出 － △232,800

その他 13 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △91,093 △325,186

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,109 3,452

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △63,480 △60,627

現金及び現金同等物の期首残高 1,208,185 1,152,190

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,144,705 1,091,562

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
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（４）四半期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）

当社は、2022年４月26日開催の取締役会決議に基づき、2022年５月12日付けで自己株式3,800株の処分を行いま

した。また、2022年６月２日開催の取締役会決議に基づき、2022年６月３日付で、自己株式200,000株の取得を行

いました。これらの結果、当第２四半期累計期間において自己株式が228,582千円増加し、当第２四半期会計期間

末において自己株式が1,256,550千円となっております。

（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。）及

び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2021年3月26日）を第１四半期会計期

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。

なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の

販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、

出荷時に収益を認識しております。

収益認識会計基準等の適用について、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。この結果、利益剰余金の当期首残高

への影響はありません。また、当第２四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経過的

な取扱いに従って、前第２四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりませ

ん。

（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。これによる、四半期財務諸表への影響はありません。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについて）

前事業年度の有価証券報告書の（追加情報）（新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについて）に

記載した新型コロナウイルス感染拡大の収束時期等を含む仮定について、重要な変更はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社は、電気制御機器の製造加工及び販売事業が売上高の90％超であるため、セグメントの記載を省略して

おります。
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製品分類
当第２四半期累計期間

（自　2022年２月１日
至　2022年７月31日）

前年同期比（％）

制御用開閉器（千円） 551,123 104.5

接続機器（千円） 946,726 127.7

表示灯・表示器（千円） 252,824 92.9

電子応用機器（千円） 249,108 95.6

合計（千円） 1,999,782 111.0

製品分類 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

制御用開閉器 564,283 120.6 368,230 167.0

接続機器 844,260 106.6 380,039 180.1

表示灯・表示器 241,035 101.3 181,017 169.8

電子応用機器 485,574 145.3 557,212 322.3

仕入販売 48,090 186.8 42,068 36.1

その他 5 0.1 － －

合計 2,183,248 117.1 1,528,568 183.8

３．補足情報

生産、受注及び販売の状況

　当社は、電気制御機器の製造加工及び販売事業が売上高の90％超であるため、製品分類別に記載しておりま

す。

[生産実績]

当第２四半期累計期間の生産実績を製品分類別に示すと、次のとおりであります。

　（注）１．金額は販売価格で表示しております。

　２．上記金額には消費税等は含まれておりません。

[受注状況]

当第２四半期累計期間の受注状況を製品分類別に示すと、次のとおりであります。

　（注）１．金額は販売価格で表示しております。

　２．上記金額には消費税等は含まれておりません。
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製品分類
当第２四半期累計期間

（自　2022年２月１日
至　2022年７月31日）

前年同期比（％）

制御用開閉器（千円） 513,781 99.3

接続機器（千円） 829,415 113.3

表示灯・表示器（千円） 235,510 99.2

電子応用機器（千円） 288,609 103.0

仕入販売（千円） 23,573 41.6

その他（千円） 5 0.1

合計（千円） 1,890,896 103.1

販売形態
当第２四半期累計期間

（自　2022年２月１日
至　2022年７月31日）

前年同期比（％）

国内販売（千円） 1,745,466 102.0

海外販売（千円） 145,430 119.8

合計（千円） 1,890,896 103.1

販路

当第２四半期累計期間
（自　2022年２月１日

至　2022年７月31日）

金額（千円） 割合（％）

アジア 108,761 74.8

中東 22,225 15.3

その他 14,442 9.9

合計 145,430 100.0

[販売実績]

①　当第２四半期累計期間の販売実績を製品分類別に示すと、次のとおりであります。

　（注）上記金額には消費税等は含まれておりません。

②　当第２四半期累計期間の販売実績を販売形態別に示すと、次のとおりであります。

　（注）１．金額は販売価格で表示しております。

　２．上記金額には消費税等は含まれておりません。

　３．海外販売は輸出向け商社への販売及び直接輸出の合計であります。

　４．当第２四半期累計期間の海外販売の割合は、次のとおりであります。

　なお、海外販売実績は、総販売実績の7.7％となっております。

以　上
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