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1. 2023年4月期第2四半期の連結業績（2022年4月21日～2022年10月20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4月期第2四半期 4,943 △2.4 860 5.8 876 6.3 546 4.1

2022年4月期第2四半期 5,066 12.7 813 12.4 825 11.7 524 14.7

（注）包括利益 2023年4月期第2四半期　　589百万円 （1.4％） 2022年4月期第2四半期　　581百万円 （17.7％）

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4月期第2四半期 104.11 ―

2022年4月期第2四半期 99.99 ―

(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4月期第2四半期 17,092 12,919 71.8

2022年4月期 17,709 12,975 69.8

（参考）自己資本 2023年4月期第2四半期 12,264百万円 2022年4月期 12,367百万円

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4月期 ― 0.00 ― 123.00 123.00

2023年4月期 ― 0.00

2023年4月期（予想） ― 95.00 95.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

詳細につきましては、本日（2022年11月25日）公表の「2023年４月期第２四半期累計期間業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正並びに配当予想の
修正に関するお知らせ」をご覧ください。

3. 2023年4月期の連結業績予想（2022年4月21日～2023年4月20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 10,000 △9.8 1,560 △15.7 1,590 △15.3 1,000 △22.2 190.65

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

詳細につきましては、本日（2022年11月25日）公表の「2023年４月期第２四半期累計期間業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正並びに配当予想の
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 ： 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4月期2Q 5,300,000 株 2022年4月期 5,300,000 株

② 期末自己株式数 2023年4月期2Q 54,676 株 2022年4月期 54,676 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年4月期2Q 5,245,324 株 2022年4月期2Q 5,245,373 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、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３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。
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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きましては、新型コロナウイルス感染症対策商品の需要が一段落した他、学校家

具類の売上が減少した一方、採算性の高い滅菌器の拡販やエレクトロニクス関連市場向けの売上が堅調に推移した

ため、売上高49億43百万円（前年同期比2.4％減）、営業利益８億60百万円（同5.8％増）、経常利益８億76百万円

（同6.3％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益５億46百万円（同4.1％増）となりました。

セグメントの経営成績は次のとおりであります。

理科学機器設備

学校校舎の改修工事に伴う実習台や収納戸棚類の売上が伸び悩んだものの、採算性の高い滅菌器分野における欧

州の大口受注や国内食品業界向けの拡販により、売上高は22億72百万円（前年同期比3.0％減）、セグメント利益は

３億55百万円（同2.4％増）となりました。

保健医科機器　

ＡＥＤの大口案件や学校保健室向け健康診断機器の拡販が好調だったものの、前期業績を押し上げていた新型コ

ロナウイルス感染症対策商品の需要が一段落したため、売上高は14億30百万円（前年同期比2.7％減）、セグメント

利益は２億95百万円（同0.8％減）となりました。

産業用機器

東アジア地域において環境試験装置の売上が減少しましたが、採算性が向上したことに加え、半導体メーカーを

はじめとする主要顧客からの保温・加熱用電気ヒーターの需要が引き続き好調を維持した結果、売上高は12億40百

万円（前年同期比1.1％減）、セグメント利益は２億26百万円（同25.3％増）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

当第２四半期連結会計期間末の総資産は170億92百万円となり、前連結会計年度末に比べて６億17百万円減少しま

した。これは主に、商品及び製品が１億95百万円増加した一方、現金及び預金が２億43百万円、受取手形、売掛金

及び契約資産が３億71百万円、電子記録債権が１億50百万円減少したこと等によるものであります。負債は41億72

百万円となり、前連結会計年度末に比べて５億61百万円減少しました。これは主に、電子記録債務が２億77百万円、

未払法人税等が１億55百万円、賞与引当金が２億68百万円減少したこと等によるものであります。純資産は前連結

会計年度末に比べて55百万円減少し129億19百万円となり、自己資本比率は71.8％となりました。

　②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ

２億43百万円減少し、65億74百万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　営業活動により獲得した資金は、４億６百万円（前年同四半期は１億15百万円の獲得）となりました。これは主

に、法人税等の支払額３億47百万円、棚卸資産の増加額２億35百万円、賞与引当金の減少額２億68百万円があった

一方、税金等調整前四半期純利益が８億76百万円、売上債権及び契約資産の減少額５億22百万円があったこと等に

よるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資活動により使用した資金は、４百万円（前年同四半期は26百万円の獲得）となりました。これは主に有価証

券及び投資有価証券の償還による収入１億円があった一方、有形固定資産の取得による支出１億３百万円があった

こと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)

　財務活動により使用した資金は、６億44百万円（前年同四半期は５億24百万円の使用）となりました。これは配

当金の支払額６億44百万円があったことによるものであります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2023年４月期の連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の業績等を踏まえ、2022年６月３日に公

表いたしました内容を修正しております。

　詳細につきましては、本日（2022年11月25日）公表の「2023年４月期第２四半期累計期間業績予想と実績との差異

及び通期業績予想の修正並びに配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。
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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４月20日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年10月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,627,600 8,384,599

受取手形、売掛金及び契約資産 2,358,220 1,986,268

電子記録債権 644,429 494,004

有価証券 601,240 500,362

商品及び製品 1,260,227 1,455,265

仕掛品 111,957 166,965

原材料及び貯蔵品 603,678 589,213

その他 370,538 376,228

貸倒引当金 △2,603 △205

流動資産合計 14,575,288 13,952,701

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 291,105 281,906

土地 1,346,573 1,346,573

建設仮勘定 524 92,249

その他（純額） 59,869 57,543

有形固定資産合計 1,698,072 1,778,272

無形固定資産

電話加入権 4,492 4,492

ソフトウエア 34,281 23,074

ソフトウエア仮勘定 980 4,940

無形固定資産合計 39,753 32,507

投資その他の資産

投資有価証券 994,131 986,552

繰延税金資産 368,516 308,507

その他 38,699 38,740

貸倒引当金 △4,999 △4,999

投資その他の資産合計 1,396,349 1,328,801

固定資産合計 3,134,175 3,139,580

資産合計 17,709,464 17,092,282
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年４月20日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年10月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 633,086 701,600

電子記録債務 1,482,618 1,205,198

未払金 69,746 57,750

未払法人税等 364,049 208,591

契約負債 539,232 552,298

賞与引当金 455,775 187,409

その他 213,376 188,581

流動負債合計 3,757,886 3,101,430

固定負債

繰延税金負債 222 25,571

退職給付に係る負債 342,683 354,902

役員退職慰労引当金 202,304 213,970

その他 430,943 476,685

固定負債合計 976,153 1,071,130

負債合計 4,734,039 4,172,560

純資産の部

株主資本

資本金 787,299 787,299

資本剰余金 676,811 676,811

利益剰余金 10,905,454 10,806,355

自己株式 △34,481 △34,481

株主資本合計 12,335,083 12,235,984

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 32,310 28,819

その他の包括利益累計額合計 32,310 28,819

非支配株主持分 608,029 654,917

純資産合計 12,975,424 12,919,722

負債純資産合計 17,709,464 17,092,282
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月21日
　至 2021年10月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月21日
　至 2022年10月20日)

売上高 5,066,371 4,943,553

売上原価 3,112,428 2,981,458

売上総利益 1,953,943 1,962,094

販売費及び一般管理費 1,140,349 1,101,302

営業利益 813,593 860,792

営業外収益

受取利息 1,095 1,017

有価証券利息 5,834 5,061

受取配当金 3,850 2,274

不動産賃貸料 203 315

貸倒引当金戻入額 579 2,397

受取保険金 ― 4,506

その他 667 2,124

営業外収益合計 12,230 17,697

営業外費用

支払利息 117 118

為替差損 694 ―

支払補償費 ― 1,467

その他 ― 43

営業外費用合計 811 1,629

経常利益 825,012 876,860

特別損失

固定資産除却損 89 0

特別損失合計 89 0

税金等調整前四半期純利益 824,923 876,860

法人税、住民税及び事業税 206,049 197,000

法人税等調整額 58,774 86,896

法人税等合計 264,824 283,896

四半期純利益 560,098 592,963

非支配株主に帰属する四半期純利益 35,638 46,887

親会社株主に帰属する四半期純利益 524,460 546,075
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月21日
　至 2021年10月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月21日
　至 2022年10月20日)

四半期純利益 560,098 592,963

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 21,101 △3,490

その他の包括利益合計 21,101 △3,490

四半期包括利益 581,200 589,472

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 545,561 542,584

非支配株主に係る四半期包括利益 35,638 46,887
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月21日
　至 2021年10月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月21日
　至 2022年10月20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 824,923 876,860

減価償却費 37,374 35,103

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △2,208 12,219

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,306 11,666

賞与引当金の増減額（△は減少） △147,048 △268,366

貸倒引当金の増減額（△は減少） △570 △2,397

受取利息及び受取配当金 △10,779 △8,352

受取保険金 ― △4,506

支払利息 117 118

固定資産除却損 89 0

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） 119,260 522,376

棚卸資産の増減額（△は増加） △441,740 △235,580

仕入債務の増減額（△は減少） 329,638 △207,379

その他 △139,716 5,913

小計 568,033 737,674

利息及び配当金の受取額 15,105 11,746

利息の支払額 △0 △0

保険金の受取額 ― 4,506

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △467,483 △347,756

営業活動によるキャッシュ・フロー 115,655 406,170

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 △1,810,000 △1,810,000

定期預金の払戻による収入 1,810,000 1,810,000

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還によ
る収入

50,000 100,000

有形固定資産の取得による支出 △19,234 △103,539

無形固定資産の取得による支出 △3,911 ―

その他 △448 △625

投資活動によるキャッシュ・フロー 26,406 △4,165

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △101 ―

配当金の支払額 △524,413 △644,975

財務活動によるキャッシュ・フロー △524,514 △644,975

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13 △30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △382,466 △243,001

現金及び現金同等物の期首残高 6,299,462 6,817,600

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,916,996 6,574,599
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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。
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（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21日 至 2021年10月20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並びに収益の分解情報

(単位：千円)

報告セグメント

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)

理科学
機器設備

保健医科
機器

産業用
機器

売上高

　日本 1,770,530 1,466,983 659,550 3,897,064 ― 3,897,064

　アジア 411,380 3,180 583,284 997,845 ― 997,845

　その他 159,760 ― 11,701 171,461 ― 171,461

　顧客との契約から生じる収益 2,341,671 1,470,164 1,254,535 5,066,371 ― 5,066,371

　その他の収益 ― ― ― ― ― ―

外部顧客への売上高 2,341,671 1,470,164 1,254,535 5,066,371 ― 5,066,371

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 2,341,671 1,470,164 1,254,535 5,066,371 ― 5,066,371

セグメント利益 346,682 297,457 180,873 825,012 ― 825,012

(注) １．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

２．売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2022年４月21日 至 2022年10月20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並びに収益の分解情報

(単位：千円)

報告セグメント

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)

理科学
機器設備

保健医科
機器

産業用
機器

売上高

　日本 1,708,732 1,429,852 681,411 3,819,996 ― 3,819,996

　アジア 292,523 945 529,037 822,506 ― 822,506

　その他 270,867 ― 30,183 301,051 ― 301,051

　顧客との契約から生じる収益 2,272,123 1,430,797 1,240,632 4,943,553 ― 4,943,553

　その他の収益 ― ― ― ― ― ―

外部顧客への売上高 2,272,123 1,430,797 1,240,632 4,943,553 ― 4,943,553

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 2,272,123 1,430,797 1,240,632 4,943,553 ― 4,943,553

セグメント利益 355,099 295,166 226,594 876,860 ― 876,860

(注) １．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

２．売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

　


