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1. 2023年3月期第3四半期の連結業績（2022年4月1日～2022年12月31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3四半期 12,624 △11.0 1,145 △13.4 1,127 △13.1 965 △14.3

2022年3月期第3四半期 14,180 △2.0 1,322 69.4 1,297 81.7 1,125 79.3

（注）包括利益 2023年3月期第3四半期　　887百万円 （△14.8％） 2022年3月期第3四半期　　1,040百万円 （103.2％）

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3四半期 341.62 288.21

2022年3月期第3四半期 398.49 332.54

(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3四半期 23,655 11,652 49.3

2022年3月期 23,059 10,765 46.7

（参考）自己資本 2023年3月期第3四半期 11,652百万円 2022年3月期 10,765百万円

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） 30.00 30.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利の異なる種類株式（非上場）の配当の状況については、後掲「種類
株式の配当の状況」をご覧ください。

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 20,000 4.0 1,950 5.4 1,900 5.2 1,700 4.6 596.31

（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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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 ： 有

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3Q 2,830,000 株 2022年3月期 2,830,000 株

② 期末自己株式数 2023年3月期3Q 4,457 株 2022年3月期 4,037 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期3Q 2,825,129 株 2022年3月期3Q 2,825,142 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。



１株当たり配当金

（基準日） 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

第１種優先株式

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） 11.36 11.36

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

第２種優先株式

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） 13.86 13.86

種類株式の配当の状況

　普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりであります。

　（参考）１．第１種優先株式配当金の額は、以下の算式に従い算出される金額であります。

ただし、計算の結果、第１種優先株式配当金の額が20円を超える場合は20円となります。

第１種優先株式配当金＝1,000円×（日本円ＴＩＢＯＲ＋1.0％）
※　日本円ＴＩＢＯＲ・・・・毎年４月１日現在における日本円のトーキョー・インター・バンク・オフ

ァード・レート（６ヶ月物）として全国銀行協会によって公表される数値

　２．第２種優先株式配当金の額は、以下の算式に従い算出される金額であります。

ただし、計算の結果、第２種優先株式配当金の額が20円を超える場合は20円となります。

第２種優先株式配当金＝1,000円×（日本円ＴＩＢＯＲ＋1.25％）

※　日本円ＴＩＢＯＲ・・・・毎年10月１日現在における日本円のトーキョー・インター・バンク・オフ

ァード・レート（６ヶ月物）として全国銀行協会によって公表される数値
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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３四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対する行動制

限の緩和や各種政策の効果により、社会経済活動の正常化と景気の緩やかな持ち直しの動きがみ

られました。しかしながら、ウクライナ情勢の長期化、世界的な金融引き締めが続く中での為替

の乱高下、中国経済の新型コロナウイルス対策による景気への影響、原材料価格の上昇や供給面

での先行き不透明感などで厳しい状況が続いております。

当社グループを取り巻く事業環境は、世界的な購買意欲の低迷によるスマートフォンなどの需

要減や半導体不足等による自動車メーカーの減産に伴い、設備投資の回復に足踏みがみられ、電

子機器の関連需要は予断をゆるさない状況となっております。

このような状況において当社グループは、経営基盤強化と成長戦略を推進するため、計画的な

研究開発投資を実施しており、センシングソリューションでは工場や施設の設備老朽化に対する

人による巡回点検に代わり遠隔監視を可能とする新製品を発表しました。また、当社電子機器製

品をお客様に「見て」「触って」「経験」いただけるようアプリケーションと製品を展示するシ

ョールームを備えたソリューションセンターを開設しており、新製品発表と併せて電子機器製品

の受注拡大を目指しております。さらに情報システムでは防衛関連予算の動きを注視しながら、

将来案件の提案活動を進めております。

連結業績は、売上高は126億24百万円（前年同期比11.0％減）、営業利益は11億45百万円（前年

同期比１億77百万円減）、経常利益は11億27百万円（前年同期比１億69百万円減）、親会社株主

に帰属する四半期純利益は９億65百万円（前年同期比１億60百万円減）となりました。なお、第

３四半期（10月－12月）の営業利益は前年同期比1億95百万円増加の５億66百万円、第３四半期会

計期間末の受注残高は第２四半期会計期間末から13億83百万円増加の125億68百万円（前年同期比

49.2％増）となっており、年間計画通りに進捗しておりますので連結業績予想に変更はございま

せん。

セグメント別の状況

情報システム

情報システムは、大型プロジェクト等の受注促進に努めた結果、受注高は113億51百万円（前

年同期比76.1％増）、受注残高は110億61百万円（前年同期比95.1％増）の大幅増となりまし

た。売上高についても86億34百万円（前年同期比6.6％増）、セグメント利益は原価改善に努め

た結果、９億76百万円（前年同期比４億65百万円増加）となりました。

電子機器

接合機器及びセンシングソリューションは、民生機器の需要減及び設備投資計画の見直しに

より、売上高は39億90百万円（前年同期比34.4％減）、セグメント利益は１億68百万円（前年

同期比６億42百万円減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ５億96百万円増加し、

236億55百万円となりました。これは主に受取手形、売掛金及び契約資産が13億85百万円、棚卸

資産が４億51百万円増加した一方、現金及び預金が11億44百万円減少したためであります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ２億90百万円減少し、120億３百万円となりました。こ

れは主に賞与引当金が３億92百万円、未払法人税等が２億94百万円、短期借入金が２億20百万

円減少した一方、支払手形及び買掛金が６億96百万円増加したためであります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ８億86百万円増加し、116億52百万円となりました。

これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益を９億65百万円計上したためであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　第３四半期連結累計期間の業績は年間計画通りに進捗、受注残高も125億68百万円と潤沢に確

保しており、2023年３月期の連結業績予想につきましては、2022年５月13日に公表いたしました

業績予想に修正はありません。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,047 1,902

受取手形、売掛金及び契約資産 9,492 10,877

棚卸資産 3,206 3,657

その他 97 265

流動資産合計 15,844 16,703

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 580 523

土地 3,847 3,592

その他 264 275

有形固定資産合計 4,692 4,391

無形固定資産 215 186

投資その他の資産

退職給付に係る資産 2,217 2,290

その他 108 103

貸倒引当金 △18 △18

投資その他の資産合計 2,307 2,375

固定資産合計 7,215 6,952

資産合計 23,059 23,655

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３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,186 3,883

短期借入金 1,970 1,750

未払法人税等 294 －

賞与引当金 839 446

製品保証引当金 105 58

工事損失引当金 － 1

その他 988 929

流動負債合計 7,384 7,068

固定負債

長期借入金 1,900 1,900

繰延税金負債 306 443

再評価に係る繰延税金負債 993 993

退職給付に係る負債 1,558 1,447

その他 150 150

固定負債合計 4,909 4,934

負債合計 12,293 12,003

純資産の部

株主資本

資本金 5,895 5,895

資本剰余金 － 4

利益剰余金 2,051 3,018

自己株式 △6 △13

株主資本合計 7,940 8,905

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 0 1

土地再評価差額金 2,254 2,254

退職給付に係る調整累計額 569 490

その他の包括利益累計額合計 2,825 2,747

純資産合計 10,765 11,652

負債純資産合計 23,059 23,655
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

売上高 14,180 12,624

売上原価 9,757 8,632

売上総利益 4,422 3,992

販売費及び一般管理費 3,099 2,847

営業利益 1,322 1,145

営業外収益

受取手数料 2 1

技術指導料 4 4

その他 3 2

営業外収益合計 9 8

営業外費用

支払利息 29 19

その他 5 5

営業外費用合計 35 25

経常利益 1,297 1,127

特別利益

土地売却益 － 83

特別利益合計 － 83

特別損失

固定資産除却損 0 4

特別損失合計 0 4

税金等調整前四半期純利益 1,297 1,206

法人税等 171 241

四半期純利益 1,125 965

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,125 965

（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３四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

四半期純利益 1,125 965

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 0 0

退職給付に係る調整額 △85 △78

その他の包括利益合計 △85 △78

四半期包括利益 1,040 887

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,040 887

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３四半期連結累計期間）
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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。

（会計方針の変更）

（棚卸資産の評価方法の変更）

　棚卸資産のうち、製品、原材料及び貯蔵品に係る評価方法は、従来、先入先出法による原価法

（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しておりましたが、第１四半期連結会計期間

より、総平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。

　この評価方法の変更は、第１四半期連結会計期間より新基幹システムの導入を契機に、棚卸資

産の評価及び期間損益計算をより適正に行うことを目的に実施したものであります。

　なお、この変更による影響額は軽微であり、遡及適用は行っておりません。

（追加情報）

（グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用）

　当社及び連結子会社は、第１四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ

移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示に

ついては、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応

報告第42号　2021年８月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）に従っております。ま

た、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更に

よる影響はないものとみなしております。
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（単位：百万円）

情報システム 電子機器 合計

売上高

外部顧客への売上高 8,098 6,081 14,180

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － －

計 8,098 6,081 14,180

セグメント利益 511 810 1,322

（単位：百万円）

情報システム 電子機器 合計

売上高

外部顧客への売上高 8,634 3,990 12,624

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － －

計 8,634 3,990 12,624

セグメント利益 976 168 1,145

（セグメント情報等）
【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自 2021年４月１日　至 2021年12月31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）セグメント利益の合計は、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．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自 2022年４月１日　至 2022年12月31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）セグメント利益の合計は、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．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。
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（単位：百万円）

前年同四半期
2022年３月期

第３四半期累計

当四半期
2023年３月期
第３四半期累計

（参考）
2022年３月期

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

情報システム 6,448 5,670 11,351 11,061 12,545 8,344

電子機器 6,238 2,751 3,332 1,506 7,686 2,163

合計 12,686 8,422 14,684 12,568 20,231 10,507

３．補足情報

（１）受注高及び受注残高

（単位：百万円）

前年同四半期
2022年３月期

第３四半期累計

当四半期
2023年３月期
第３四半期累計

（参考）
2022年３月期

売上高 構成比 売上高 構成比 売上高 構成比

情報システム 8,098 57.1％ 8,634 68.4％ 11,218 58.3％

電子機器 6,081 42.9％ 3,990 31.6％ 8,012 41.7％

合計 14,180 100％ 12,624 100％ 19,230 100％

（単位：百万円）

前年同四半期
2022年３月期

第３四半期累計

当四半期
2023年３月期
第３四半期累計

（参考）
2022年３月期

海外売上高 海外売上高 海外売上高

情報システム 297 193 443

電子機器 4,037 2,429 5,121

合計 4,335 2,622 5,564

海外売上高の連結売

上高に占める割合
30.6％ 20.8％ 28.9％

（２）売上高

　（注）　海外売上高は以下のとおりであり、内数であります。
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