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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第２四半期の業績（2022年４月１日～2022年９月30日）

（１）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 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 2,397 11.7 228 90.8 247 99.7 166 82.9
2022年３月期第２四半期 2,147 1.4 119 △28.9 123 △22.5 90 △24.4

　

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 150.35 ―

2022年３月期第２四半期 82.20 ―

（２）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 7,844 2,358 30.1

2022年３月期 7,368 2,207 30.0

(参考) 自己資本 2023年３月期第２四半期 2,358百万円 2022年３月期 2,207百万円

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 ― 30.00 30.00

2023年３月期 ― 0.00

2023年３月期(予想) ― 50.00 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 ：有

３．2023年３月期の業績予想（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 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 4,900 11.9 400 56.1 420 56.0 290 78.1 262.56

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：有

　　



※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（２）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 ： 有

　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
　

(注)詳細は、添付資料８ページ「２．四半期財務諸表及び主な注記（４）四半期財務諸表に関する注記事項（会計
方針の変更）」をご参照ください。

（３）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 1,120,000株 2022年３月期 1,120,000株

② 期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 15,487株 2022年３月期 15,487株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Ｑ 1,104,513株 2022年３月期２Ｑ 1,104,513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。なお、上
記業績予想に関する事項は添付資料３ページをご参照ください。
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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かかる行動制限が緩和され、経済

社会活動の正常化が進む一方、ウクライナ情勢の長期化、急速な円安に伴う資源・エネルギー価格の上昇、半導

体等部品供給の不足等、依然として不透明な状況で推移しております。

このような環境のなか、当第２四半期累計期間の業績は、売上高2,397百万円（前年同四半期比11.7％増）、損

益面におきましては、営業利益228百万円（前年同四半期比90.8％増）、経常利益247百万円（前年同四半期比

99.7％増）、四半期純利益166百万円（前年同四半期比82.9％増）となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりです。

① 製造事業

主に半導体製造装置向け真空ポンプ、一般産業向け送風機及び部品売上が増加し、製造事業の売上高は2,074百

万円（前年同四半期比14.6％増）となり、損益面におきましては、セグメント損失20百万円（前年同四半期はセ

グメント損失150百万円）と、前年同四半期比増収増益になりました。

　売上高を製品別に示しますと、真空ポンプは1,058百万円（前年同四半期比10.0％増）、送風機・圧縮機は381

百万円（前年同四半期比19.3％増）、部品は411百万円（前年同四半期比34.8％増）、修理は222百万円（前年同

四半期比0.1％減）の結果となりました。

　また、輸出関係におきましては、売上高は150百万円（前年同四半期比36.1％増）となりました。

② 不動産事業

売上高は323百万円（前年同四半期比4.2％減）、セグメント利益は248百万円（前年同四半期比8.1％減）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２四半期会計期間の財政状態は、前事業年度末と比べ、総資産は476百万円増加し7,844百万円、負債は325

百万円増加し5,485百万円、純資産は150百万円増加し2,358百万円となりました。

　総資産の増加は、現金及び預金が244百万円減少したものの、有形固定資産のその他に含まれる機械及び装置が

192百万円、受取手形及び売掛金が177百万円、電子記録債権が142百万円、棚卸資産が159百万円増加したこと等

が主な要因です。

負債の増加は、電子記録債務が163百万円、流動負債のその他に含まれる前受金が136百万円増加したこと等が

主な要因です。

　純資産の増加は、利益剰余金が132百万円増加したこと等が主な要因です。

　この結果、自己資本比率は30.1％（前事業年度末は30.0％）となりました。

② キャッシュ・フローの状況

当第２四半期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、前事業年度末に比べ244

百万円減少し、2,310百万円となりました。

当第２四半期累計期間における各区分ごとのキャッシュ・フローの状況とそれらの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・フローは、売上債権の増加319百万円等の減少要因があったものの、税引前四半期

純利益246百万円、仕入債務の増加147百万円等の増加要因により、全体としては42百万円の資金の増加（前年同

期は161百万円の資金の増加）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出294百万円等により、306百万円の資金

の減少（前年同期は84百万円の資金の減少）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入540百万円、長期借入金の返済による支出487百

万円、配当金の支払額32百万円により、19百万円の資金の増加（前年同期は76百万円の資金の減少）となりまし

た。
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（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2022年５月13日公表の通期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「2023年３月期第

２四半期（累計）業績予想と実績値との差異及び2023年３月期通期業績予想並びに配当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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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2022年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,555,292 2,310,780

受取手形及び売掛金 1,007,902 1,184,908

電子記録債権 501,092 643,412

棚卸資産 803,342 963,153

その他 29,956 34,183

貸倒引当金 △605 △916

流動資産合計 4,896,981 5,135,522

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,268,225 1,250,353

土地 631,643 675,830

その他（純額） 154,651 345,689

有形固定資産合計 2,054,520 2,271,872

無形固定資産 50,445 46,271

投資その他の資産

投資有価証券 300,773 326,202

その他 67,851 67,228

貸倒引当金 △2,491 △2,947

投資その他の資産合計 366,132 390,483

固定資産合計 2,471,098 2,708,627

資産合計 7,368,080 7,844,150

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 345,303 330,003

電子記録債務 530,510 693,790

1年内返済予定の長期借入金 916,565 869,079

未払法人税等 79,137 84,050

賞与引当金 63,890 68,386

製品保証引当金 7,506 11,402

その他 264,837 379,943

流動負債合計 2,207,750 2,436,655

固定負債

長期借入金 1,654,959 1,754,623

繰延税金負債 30,974 45,846

退職給付引当金 553,976 550,749

役員退職慰労引当金 139,217 136,832

長期預り保証金 554,034 544,621

その他 19,223 16,301

固定負債合計 2,952,385 3,048,973

負債合計 5,160,135 5,485,628
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(単位：千円)

前事業年度
(2022年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2022年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 785,000 785,000

資本剰余金 303,931 303,931

利益剰余金 989,322 1,122,250

自己株式 △29,992 △29,992

株主資本合計 2,048,261 2,181,189

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 159,683 177,331

評価・換算差額等合計 159,683 177,331

純資産合計 2,207,945 2,358,521

負債純資産合計 7,368,080 7,844,150
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
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)

売上高 2,147,629 2,397,832

売上原価 1,717,552 1,866,320

売上総利益 430,077 531,511

販売費及び一般管理費 310,473 303,293

営業利益 119,604 228,217

営業外収益

受取利息 85 39

受取配当金 3,983 4,811

違約金収入 ― 5,549

受取賃貸料 4,344 4,413

受取補償金 2,922 2,922

為替差益 ― 6,010

その他 3,178 4,796

営業外収益合計 14,514 28,543

営業外費用

支払利息 9,955 9,284

その他 410 323

営業外費用合計 10,365 9,608

経常利益 123,752 247,152

特別利益

固定資産売却益 199 ―

投資有価証券売却益 9,700 ―

特別利益合計 9,899 ―

特別損失

固定資産除却損 4,745 440

特別損失合計 4,745 440

税引前四半期純利益 128,907 246,712

法人税、住民税及び事業税 36,477 73,558

法人税等調整額 1,639 7,090

法人税等合計 38,117 80,649

四半期純利益 90,789 166,063
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 128,907 246,712

減価償却費 89,482 89,349

貸倒引当金の増減額（△は減少） 238 767

製品保証引当金の増減額（△は減少） ― 3,896

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,303 4,495

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,448 △3,227

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,365 △2,385

受取利息及び受取配当金 △4,068 △4,850

支払利息 9,955 9,284

受取保険金 △97 △433

固定資産除却損 4,745 440

固定資産売却益 △199 ―

投資有価証券売却損益（△は益） △9,700 ―

売上債権の増減額（△は増加） ― △319,781

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） △130,169 ―

棚卸資産の増減額（△は増加） △3,580 △159,810

その他の資産の増減額（△は増加） △15,129 △4,024

仕入債務の増減額（△は減少） 191,162 147,980

前受金の増減額（△は減少） △29,363 136,863

その他の負債の増減額（△は減少） △10,848 △28,922

小計 225,554 116,354

利息及び配当金の受取額 4,071 4,857

利息の支払額 △9,971 △9,332

法人税等の支払額 △57,907 △69,334

保険金の受取額 97 433

営業活動によるキャッシュ・フロー 161,844 42,978

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 △64,048 △294,073

有形固定資産の除却による支出 △1,845 △319

無形固定資産の取得による支出 △5,246 △3,794

投資有価証券の売却による収入 10,200 ―

貸付金の回収による収入 410 835

預り保証金の返還による支出 △27,625 △20,648

預り保証金の受入による収入 3,682 11,235

その他 221 21

投資活動によるキャッシュ・フロー △84,253 △306,744

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 447,000 540,000

長期借入金の返済による支出 △490,251 △487,822

配当金の支払額 △32,892 △32,924

財務活動によるキャッシュ・フロー △76,143 19,253

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,448 △244,512

現金及び現金同等物の期首残高 2,285,160 2,555,292

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,286,608 2,310,780
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（３）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）

該当事項はありません。

（会計方針の変更）

　（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定

会計基準適用指針」という。）を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項に

定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針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に与える影響はありません。

　


