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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 31,388 10.5 55 26.4 206 △9.0 106 △14.6

2022年3月期第2四半期 28,408 △7.1 43 △88.9 227 △56.1 124 △69.9

（注）包括利益 2023年3月期第2四半期　　282百万円 （―％） 2022年3月期第2四半期　　△8百万円 （―％）

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 8.29 ―

2022年3月期第2四半期 9.72 ―

(注)　2022年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、「１株当た

　　　 り四半期純利益」を算定しております。

(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2四半期 66,057 34,230 51.8 2,663.74

2022年3月期 72,081 34,360 47.7 2,678.31

（参考）自己資本 2023年3月期第2四半期 34,230百万円 2022年3月期 34,360百万円

(注)　2022年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、「１株当た

　　　 り純資産」を算定しております。

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 ― 50.00 ― 70.00 120.00

2023年3月期 ― 25.00

2023年3月期（予想） ― 25.00 50.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

（注） １．配当金の内訳

　　　　　 2022年３月期第２四半期末　　　普通配当　50円00銭　　　　2022年３月期期末　　　　　　　 普通配当　50円00銭　特別配当　20円00銭

　　　　　 2023年３月期第２四半期末　　　普通配当　25円00銭　　　　2023年３月期期末（予想）　　　普通配当　25円00銭

　　　 ２．2022年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。2022年３月期については、当該株式分割前の実際の配当金の

　　　　　 額を記載しております。



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 79,600 15.7 2,600 13.6 2,800 7.9 2,000 7.5 155.89

（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

(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2Q 13,600,000 株 2022年3月期 13,600,000 株

② 期末自己株式数 2023年3月期2Q 749,570 株 2022年3月期 770,822 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期2Q 12,837,060 株 2022年3月期2Q 12,811,640 株

（注）　2022年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、

　　　　「期末発行済株式数」、「期末自己株式数」及び「期中平均株式数」を算定しております。

※ 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）連結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わが国経済は、新型コロナウイルス感染症による各種規制が緩和されたこと

に伴い、経済活動は正常化に向かい、景気は緩やかに持ち直しの動きが見られました。一方で、世界的な半導体不

足やウクライナ情勢の長期化に伴う資源価格の高騰に急激な円安の進行が重なるなど先行きは依然として不透明な

状況で推移いたしました。

当社グループの事業環境は、設備工事事業につきましては、前連結会計年度に引き続き、設備投資は底堅く推移

しておりますが、受注競争の激化や資機材価格の高騰などが懸念される厳しい状況が続きました。精密環境制御機

器の製造販売事業につきましても、前連結会計年度に引き続き、ＦＰＤ（フラットパネルディスプレイ）製造装置

向け製品、半導体製造装置向け製品ともに、電子部品等の不足による生産計画の調整による影響が続きました。

こうした経営環境の下で、当社グループは業績の向上に総力を上げて取り組んでまいりました。その結果、当第

２四半期連結累計期間の売上高は31,388百万円（前年同期比10.5％増加）、営業利益は55百万円、経常利益は206

百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は106百万円となりました。

セグメントの業績を示すと次のとおりであります。

<設備工事事業>

売上高　　　　　28,600百万円　（ 　11.0％）

営業損失　　　　　 105百万円　（ 　　－％）

受注高は51,440百万円で前年同期比71.5％の増加となりました。

売上高は、前年同期比11.0％の増加となり、営業損失は売上高の増加により、前年同期167百万円から改善し

105百万円の営業損失となりました。

<機器製造販売事業>

売上高　　　　　 2,788百万円　（ 　 5.6％）

営業利益　　　　　 161百万円　（ △23.8％）

受注高は2,935百万円で前年同期比17.3％の減少となりました。

売上高は、前年同期比5.6％の増加となり、営業利益は売上高は増加しましたが、製品売上総利益率の低下に

より前年同期211百万円から減少し161百万円となりました。

（２）連結財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産が66,057百万円（前年度末比6,023百万円減少）となりまし

た。主な減少は、現金預金4,495百万円及び受取手形・完成工事未収入金等1,474百万円です。

負債総額は31,827百万円（前年度末比5,893百万円減少）となりました。主な増加は、未成工事受入金407百万円

であり、主な減少は、支払手形・工事未払金等2,876百万円、電子記録債務1,411百万円及び短期借入金1,070百万

円です。

純資産は34,230百万円（前年度末比130百万円減少）となりました。主な減少は、利益剰余金342百万円です。

（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５月13日に発表いたしました2023年３月期の連結業績予想に変更はありま

せん。

なお、業績予想数値は現時点で入手可能な情報に基づき算定したものであり、実際の業績は国内外の景気動向に

加え、新型コロナウイルス感染症の収束時期や影響範囲等様々な要因により大きく変動する可能性があり、業績に

影響を及ぼす影響が生じた場合には、速やかに公表いたします。
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(単位：百万円)

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

現金預金 19,513 15,017

受取手形・完成工事未収入金等 24,606 23,131

電子記録債権 5,029 3,479

製品 0 0

未成工事支出金 873 1,392

仕掛品 635 721

材料貯蔵品 145 223

その他 1,335 2,208

貸倒引当金 △2 △1

流動資産合計 52,136 46,173

固定資産

有形固定資産 5,383 5,277

無形固定資産 1,031 889

投資その他の資産

投資有価証券 12,290 12,405

その他 1,251 1,324

貸倒引当金 △12 △12

投資その他の資産合計 13,529 13,717

固定資産合計 19,944 19,883

資産合計 72,081 66,057

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 17,058 14,181

電子記録債務 10,051 8,639

短期借入金 3,800 2,730

未払法人税等 956 84

未成工事受入金 1,936 2,344

完成工事補償引当金 63 66

工事損失引当金 381 333

その他 1,328 1,167

流動負債合計 35,576 29,547

固定負債

退職給付に係る負債 978 1,072

その他 1,165 1,207

固定負債合計 2,143 2,279

負債合計 37,720 31,827

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：百万円)

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)

純資産の部

株主資本

資本金 3,857 3,857

資本剰余金 3,760 3,777

利益剰余金 23,120 22,777

自己株式 △691 △672

株主資本合計 30,046 29,739

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,652 4,740

為替換算調整勘定 170 222

退職給付に係る調整累計額 △509 △472

その他の包括利益累計額合計 4,314 4,490

純資産合計 34,360 34,230

負債純資産合計 72,081 66,057
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(単位：百万円)

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 28,408 31,388

売上原価 25,326 28,358

売上総利益 3,082 3,029

販売費及び一般管理費 3,038 2,973

営業利益 43 55

営業外収益

受取利息 0 1

受取配当金 145 151

その他 63 46

営業外収益合計 209 199

営業外費用

支払利息 16 15

コミットメントフィー 7 30

その他 2 2

営業外費用合計 25 47

経常利益 227 206

特別利益

事業譲渡益 - 70

特別利益合計 - 70

特別損失

固定資産処分損 0 3

投資有価証券評価損 0 15

特別損失合計 0 18

税金等調整前四半期純利益 226 257

法人税、住民税及び事業税 55 114

法人税等調整額 46 36

法人税等合計 101 151

四半期純利益 124 106

親会社株主に帰属する四半期純利益 124 106

（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：百万円）

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 124 106

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △198 87

為替換算調整勘定 42 51

退職給付に係る調整額 22 36

その他の包括利益合計 △133 176

四半期包括利益 △8 282

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △8 282

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（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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（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。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う会計上の見積りについて）

　当社グループにおきましては、新型コロナウイルス感染症は2023年３月期以降も継続すると仮定しております。

事業活動への影響も想定されますが、業績への影響は軽微であると仮定して、固定資産の減損等の会計上の見積り

を行っております。

　なお、現在入手可能な情報に基づいて会計上の見積りを行っておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響に

ついて不確定要素が多いため、その状況によっては、今後の当社グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額

四半期連結
損益計算書

計上額
設備工事

事業
機器製造
販売事業

合　計

売上高

(1）外部顧客への売上高 25,769 2,639 28,408 － 28,408

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 25,769 2,639 28,408 － 28,408

セグメント利益又は損失（△）

（注）
△167 211 43 － 43

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額

四半期連結
損益計算書

計上額
設備工事

事業
機器製造
販売事業

合　計

売上高

(1）外部顧客への売上高 28,600 2,788 31,388 － 31,388

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
30 － 30 △30 －

計 28,630 2,788 31,419 △30 31,388

セグメント利益又は損失（△）

（注）
△105 161 55 － 55

（セグメント情報）

１　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）

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）セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２　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）

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）セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
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区　　分

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）

増　　減

金額

（百万円）

構成比

（％）

金額

（百万円）

構成比

（％）

金額

（百万円）

率

（％）

設 備 工 事 事 業 29,989 89.4 51,440 94.6 21,451 71.5

機 器 製 造 販 売 事 業 3,548 10.6 2,935 5.4 △612 △17.3

合 計 33,537 100.0 54,376 100.0 20,838 62.1

区　　分

前第２四半期累計期間

 （自　2021年４月１日

 　至　2021年９月30日）

当第２四半期累計期間

 （自　2022年４月１日

 　至　2022年９月30日）

増　　減

金額

（百万円）

構成比

（％）

金額

（百万円）

構成比

（％）

金額

（百万円）

率

（％）

設 備 工 事 事 業 29,329 89.2 50,606 94.5 21,277 72.5

機 器 製 造 販 売 事 業 3,548 10.8 2,935 5.5 △612 △17.3

合 計 32,877 100.0 53,542 100.0 20,664 62.9

３．補足情報

（１）連結受注高

（２）個別受注高
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