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1. 2023年3月期第2四半期の連結業績（2022年4月1日～2022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 ％

2023年3月期第2四半期 8,563 32.1 152 ― 285 ― 244 ―

2022年3月期第2四半期 6,481 28.6 △71 ― △53 ― △143 ―

（注）包括利益 2023年3月期第2四半期　　815百万円 （―％） 2022年3月期第2四半期　　△104百万円 （―％）

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2四半期 10.94 ―

2022年3月期第2四半期 △6.39 ―

(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2四半期 17,134 8,073 47.1

2022年3月期 15,998 7,255 45.3

（参考）自己資本 2023年3月期第2四半期 8,073百万円 2022年3月期 7,255百万円

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 ― 0.00 0.00

2023年3月期 ― 0.00

2023年3月期（予想） ― 0.00 0.00

（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、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 17,000 27.2 230 ― 380 ― 300 ― 13.42

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

連結業績予想を修正いたしました。詳しくは本日公表の「第２四半期連結累計期間の連結業績予想と実績との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知
らせ」をご覧ください。



※ 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

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

(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2Q 22,921,562 株 2022年3月期 22,921,562 株

② 期末自己株式数 2023年3月期2Q 556,929 株 2022年3月期 562,842 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期2Q 22,362,981 株 2022年3月期2Q 22,358,886 株

（注）期末自己株式数及び期中平均株式数の算定上控除する自己株式数には、「株式給付信託（BBT）」に係る信託財産として「株式会社日本カストディ銀
行（信託Ｅ口）」が保有する当社株式が含まれています。

※ 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載は、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、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（２）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２四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けながらも、徐々

に経済活動正常化への動きが見られました。一方、中国でのゼロコロナ政策による経済活動の停滞やウクライナ情

勢の長期化、世界的なインフレ圧力の高まりを受けた海外における金融引き締めや急激な外国為替変動等から先行

き不透明感が高まっています。また、主力生産拠点のあるスリランカでは、同国の経済状況の悪化を契機とした政

情不安が継続しましたが、当社工場は、従業員の安全確保を 優先にしながら操業を続けてまいりました。

　このような経済環境のなか、当社は第11次中期経営計画を策定し、本年度より始まる３年間の基本方針を「コア

事業であるＥＭＣ対策
(*)
を軸とした持続的成長」とし、安定的収益基盤の確立に向けた事業ポートフォリオの再構

築等の基本戦略を推進いたしました。受注面では、2021年度から継続して、産業機器向け及び空調機器向けを中心

に堅調に推移しました。

　当第２四半期連結累計期間における販売面につきましては、当社主力分野である産業機器向け及び空調機器向け

を中心に、前年同期に比べ増収となりました。また、利益面につきましては、原材料価格の上昇や円安による海外

原材料の調達コスト増加等による利益押し下げの影響を受けながらも、前出の増収及びコスト構造改革に向けた

様々な取組みによる利益押し上げ効果もあり、前年同期に比べ増益となりました。

　生産・技術面につきましては、新商品開発や高品質・安定生産、受注増に機動的に対応するための生産体制の構

築に取組んでおります。また、将来の事業の柱となる新製品の研究開発活動は計画どおり推進しております。

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は85億63百万円（前年同期比132％）、営業利益は１億52百万

円（前年同期は71百万円の営業損失）、経常利益は営業外収益に為替差益１億５百万円を計上したこと等により２

億85百万円（前年同期は53百万円の経常損失）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は２億44百万円（前年

同期は１億43百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）となりました。
(*)
ＥＭＣ：Electro Magnetic Compatibility 電磁両立性を表し、電磁ノイズとも総称されます。

　セグメント別の業績は下記のとおりです。

コンデンサ製品

　産業機器向け及び空調機器向けの増加により、コンデンサ製品の売上高は39億42百万円（前年同期比148％）と

なりました。

ノイズ・サージ対策製品

　産業機器向け及び空調機器向けの増加により、ノイズ・サージ対策製品の売上高は33億４百万円（同135％）と

なりました。

表示・照明製品

　海外において液晶ディスプレイが増加した一方、照明用ＬＥＤは減少しました。この結果、表示・照明製品の売

上高は10億71百万円（同99％）となりました。

センサ製品

　国内における時計指針補正用等の減少により、センサ製品の売上高は２億45百万円（同89％）となりました。

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2022年５月13日に公表した2023年３月期連結業績予想を修正いたしました。詳細につきましては、本日公表の

「第２四半期連結累計期間の連結業績予想と実績との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照ください。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,330,089 3,508,804

受取手形及び売掛金 4,523,252 5,179,852

商品及び製品 713,055 1,293,487

仕掛品 496,896 610,005

原材料及び貯蔵品 1,023,577 1,255,273

その他 323,488 451,002

貸倒引当金 △1,662 △3,982

流動資産合計 11,408,695 12,294,443

固定資産

有形固定資産 2,591,019 2,640,213

無形固定資産 206,777 206,443

投資その他の資産

投資有価証券 1,584,723 1,778,061

繰延税金資産 104,040 107,345

その他 233,087 236,878

貸倒引当金 △129,713 △129,063

投資その他の資産合計 1,792,138 1,993,222

固定資産合計 4,589,935 4,839,879

資産合計 15,998,631 17,134,322

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２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,203,775 1,590,018

短期借入金 912,050 724,050

１年内返済予定の長期借入金 910,012 650,012

リース債務 111,792 107,271

未払法人税等 24,776 32,111

未払金 383,001 391,827

その他 495,521 649,170

流動負債合計 4,040,929 4,144,461

固定負債

長期借入金 3,434,986 3,589,980

リース債務 49,531 50,149

繰延税金負債 345,935 395,993

再評価に係る繰延税金負債 204,253 204,253

役員株式給付引当金 15,488 13,174

退職給付に係る負債 628,642 636,673

資産除去債務 7,505 7,505

その他 15,984 18,611

固定負債合計 4,702,327 4,916,342

負債合計 8,743,257 9,060,803

純資産の部

株主資本

資本金 2,295,169 2,295,169

資本剰余金 1,931,556 1,931,556

利益剰余金 1,836,017 2,080,760

自己株式 △188,976 △186,562

株主資本合計 5,873,766 6,120,924

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 605,828 724,061

土地再評価差額金 472,765 472,765

為替換算調整勘定 324,480 773,273

退職給付に係る調整累計額 △21,467 △17,507

その他の包括利益累計額合計 1,381,606 1,952,594

純資産合計 7,255,373 8,073,518

負債純資産合計 15,998,631 17,134,322
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（単位：千円）

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

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

売上高 6,481,056 8,563,243

売上原価 5,199,238 6,967,331

売上総利益 1,281,817 1,595,912

販売費及び一般管理費 1,352,872 1,443,753

営業利益又は営業損失（△） △71,054 152,158

営業外収益

受取利息 4,692 1,094

受取配当金 30,447 40,445

助成金収入 754 10,939

為替差益 － 105,777

その他 3,120 6,861

営業外収益合計 39,015 165,118

営業外費用

支払利息 15,141 26,962

為替差損 928 －

租税公課 1,881 －

その他 3,219 4,855

営業外費用合計 21,171 31,818

経常利益又は経常損失（△） △53,210 285,458

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（△）
△53,210 285,458

法人税等 89,811 40,715

四半期純利益又は四半期純損失（△） △143,022 244,742

親会社株主に帰属する四半期純利益又は

親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
△143,022 244,742

（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２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

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

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △143,022 244,742

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 17,717 118,233

為替換算調整勘定 19,060 448,793

退職給付に係る調整額 1,474 3,960

その他の包括利益合計 38,252 570,987

四半期包括利益 △104,770 815,730

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △104,770 815,730

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

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

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

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（△）
△53,210 285,458

減価償却費 133,483 141,440

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △27,390 6,437

役員株式給付引当金の増減額（△は減少） － △2,314

貸倒引当金の増減額（△は減少） △643 80

受取利息及び受取配当金 △35,139 △41,539

支払利息 15,141 26,962

売上債権の増減額（△は増加） △694,329 △482,223

未収入金の増減額（△は増加） △4,409 △6,935

棚卸資産の増減額（△は増加） △450,525 △663,973

長期未収入金の増減額（△は増加） 600 650

仕入債務の増減額（△は減少） 444,257 247,944

未払金の増減額（△は減少） △71,420 △27,258

その他 48,125 60,568

小計 △695,460 △454,702

利息及び配当金の受取額 35,193 41,529

利息の支払額 △15,240 △26,608

法人税等の支払額 △51,713 △16,790

法人税等の還付額 13,744 7,381

営業活動によるキャッシュ・フロー △713,477 △449,188

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △32,038 △70,164

無形固定資産の取得による支出 △3,241 △1,087

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,279 △71,251

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 6,150 △300,000

長期借入れによる収入 300,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △330,000 △705,006

配当金の支払額 △90,142 △80

リース債務の返済による支出 △25,048 △16,210

自己株式の取得による支出 △54 △21

その他 － 2,436

財務活動によるキャッシュ・フロー △139,096 △418,882

現金及び現金同等物に係る換算差額 24,854 118,037

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △862,999 △821,285

現金及び現金同等物の期首残高 3,782,518 3,330,089

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,919,519 2,508,804

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、

当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用す

る方法によっております。

（追加情報）

（会計上の見積り）

新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りにおいて、前連結会計年度末時点の仮定から重要な変

更はありません。
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(単位：千円)

報告セグメント

合計
調整額

（注）１

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２

コンデンサ

製品

ノイズ

・サージ対

策製品

表示・

照明製品

センサ

製品

売上高

外部顧客への売上高 2,668,893 2,454,453 1,081,840 275,868 6,481,056 － 6,481,056

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － － －

計 2,668,893 2,454,453 1,081,840 275,868 6,481,056 － 6,481,056

セグメント利益

又は損失（△）
△59,656 202,082 161,196 53,063 356,685 △427,740 △71,054

(単位：千円)

報告セグメント

合計
調整額

（注）１

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２

コンデンサ

製品

ノイズ

・サージ対

策製品

表示・

照明製品

センサ

製品

売上高

外部顧客への売上高 3,942,750 3,304,014 1,071,295 245,183 8,563,243 － 8,563,243

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － － －

計 3,942,750 3,304,014 1,071,295 245,183 8,563,243 － 8,563,243

セグメント利益 260,417 299,936 38,385 35,347 634,087 △481,928 152,158

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

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

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額は、報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）１．セグメント利益の調整額は、報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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日本 香港 タイ 中国 その他アジア 北米 その他 計

3,466,042 822,268 746,981 553,358 474,133 394,754 23,517 6,481,056

53.5% 12.7% 11.5% 8.5% 7.3% 6.1% 0.4% 100.0%

日本 香港 タイ 中国 その他アジア 北米 その他 計

4,158,919 1,147,790 1,091,341 850,498 707,698 572,732 34,261 8,563,243

48.6% 13.4% 12.7% 9.9% 8.3% 6.7% 0.4% 100.0%

３．補足情報

（１）地域別売上高

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

(単位：千円)

(注)１．売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

２．「その他」の区分は、主に欧州であります。

３．比率は構成比であります。

当第２四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）

(単位：千円)

(注)１．売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

２．「その他」の区分は、主に欧州であります。

３．比率は構成比であります。
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