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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 11,628 9.8 390 △25.5 452 △26.1 329 △29.4

2022年3月期第3四半期 10,594 11.9 523 33.0 612 18.5 466 29.8

（注）包括利益 2023年3月期第3四半期　　442百万円 （4.3％） 2022年3月期第3四半期　　424百万円 （△8.8％）

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 36.96 ―

2022年3月期第3四半期 51.65 ―

(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3四半期 20,031 14,281 71.3 1,609.49

2022年3月期 19,231 14,028 72.9 1,554.65

（参考）自己資本 2023年3月期第3四半期 14,281百万円 2022年3月期 14,028百万円

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 ― 13.00 13.00

2023年3月期 ― 0.00 ―

2023年3月期（予想） 13.00 13.00

（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 15,500 10.0 500 △16.4 580 △19.3 420 △23.5 47.17

（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 ： 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3Q 10,066,872 株 2022年3月期 10,066,872 株

② 期末自己株式数 2023年3月期3Q 1,193,587 株 2022年3月期 1,043,586 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期3Q 8,903,286 株 2022年3月期3Q 9,023,356 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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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当たっての注意事項等については、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）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我が国経済は、世界的にCOVID-19の感染拡大対策の緩和により生産が徐々に回

復傾向にある反面、半導体供給不足は未だに出口が見えない状況が続いております。

　このような状況下、当社グループ（当社及び連結子会社）の経営状況は、国内自動車産業やその他の産業の生産が

戻りつつありますが、主力製品の生産は不安定な状況です。一方、海外子会社の米国ＥＶ自動車向け製品の受注が好

調であり、全体の売り上げを押し上げました。収益面では円安効果もある半面、原材料、燃料等の価格の高騰が収益

を圧迫しました。

　これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は116億２千８百万円（前年同四半期比9.8％増）、営業利益３

億９千万円（前年同四半期比25.5％減）、経常利益４億５千２百万円（前年同四半期比26.1％減）、親会社株主に帰

属する四半期純利益３億２千９百万円（前年同四半期比29.4％減）となりました。

　当社グループの製品別概況は、次の通りであります。

①　自動車関連製品

　安全関連、車載電装品等の自動車関連製品の売上高は85億４千３百万円（前年同四半期比8.0％増）となりまし

た。

②　住宅設備関連製品

　電力会社向けスマートメーター等の住宅設備関連製品の売上高は14億６千６百万円（前年同四半期比29.7％増）

となりました。

③　デジタル家電関連製品

　デジタルカメラ等のデジタル家電関連製品の売上高は９億９千３百万円（前年同四半期比0.7％増）となりまし

た。

④　事務機関連製品

　プリンター等の事務機関連製品の売上高は２億４千３百万円（前年同四半期比8.6％減）となりました。

⑤　その他の製品

　その他の製品の売上高は３億８千万円（前年同四半期比27.0％増）となりました。その他の製品の主なものは電

子部品関連製品、産業用機器関連製品であります。

（２）財政状態に関する説明

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は200億３千１百万円となり、前連結会計年度末と比べ８億円増加しま

した。流動資産は143億６百万円となり、７億４千６百万円増加しました。これは主に、仕掛品が２億６千３百万円減

少しましたが、現金及び預金が１億５千６百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が２億６千７百万円、電子記録債

権が５億２千４百万円増加したことなどによるものであります。固定資産は57億２千４百万円となり、５千３百万円

増加しました。

　負債は57億４千９百万円となり、前連結会計年度末と比べ５億４千６百万円増加しました。流動負債は48億２千３

百万円となり、５億２千４百万円増加しました。これは主に、賞与引当金が１億５千９百万円減少しましたが、支払

手形及び買掛金が１億５千５百万円、電子記録債務が３億４千２百万円増加したことなどによるものであります。固

定負債は９億２千６百万円となり、２千１百万円増加しました。

　純資産は142億８千１百万円となり、前連結会計年度末と比べ２億５千３百万円増加しました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2023年３月期の連結業績予想につきましては、2022年11月４日付「2023年３月期 第２四半期決算短信[日本基準]

(連結)」にて公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。
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（単位：千円）

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 4,207,150 4,363,929

受取手形、売掛金及び契約資産 3,553,358 3,821,063

電子記録債権 1,364,073 1,889,062

有価証券 2,000,000 2,000,000

製品 268,716 282,463

仕掛品 1,279,296 1,015,864

原材料及び貯蔵品 582,813 590,224

その他 304,779 343,970

流動資産合計 13,560,187 14,306,578

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,628,206 1,637,510

機械装置及び運搬具（純額） 1,553,696 1,609,352

土地 800,403 804,999

その他（純額） 289,427 282,712

有形固定資産合計 4,271,732 4,334,574

無形固定資産 131,500 104,284

投資その他の資産

投資有価証券 898,611 1,003,636

その他 369,674 282,698

貸倒引当金 △700 △700

投資その他の資産合計 1,267,585 1,285,635

固定資産合計 5,670,819 5,724,493

資産合計 19,231,006 20,031,072

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,782,878 1,938,848

電子記録債務 1,751,909 2,094,660

賞与引当金 226,938 67,890

その他 536,445 721,648

流動負債合計 4,298,172 4,823,047

固定負債

役員退職慰労引当金 78,720 83,080

退職給付に係る負債 670,464 693,216

資産除去債務 127,995 127,995

その他 27,598 22,306

固定負債合計 904,777 926,598

負債合計 5,202,949 5,749,646

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３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,779,113 3,779,113

資本剰余金 3,498,197 3,498,197

利益剰余金 6,875,994 7,087,759

自己株式 △384,011 △456,312

株主資本合計 13,769,293 13,908,757

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △14,786 62,195

為替換算調整勘定 233,690 271,072

退職給付に係る調整累計額 39,858 39,399

その他の包括利益累計額合計 258,762 372,667

純資産合計 14,028,056 14,281,425

負債純資産合計 19,231,006 20,031,072
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（単位：千円）

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 10,594,257 11,628,455

売上原価 9,048,752 10,210,789

売上総利益 1,545,505 1,417,666

販売費及び一般管理費 1,021,823 1,027,532

営業利益 523,682 390,133

営業外収益

受取利息 11,084 6,247

受取配当金 19,766 20,528

為替差益 － 12,291

投資有価証券売却益 27,289 －

助成金収入 324 －

受取賃貸料 13,500 13,500

受取保険料 21,375 －

その他 14,566 12,959

営業外収益合計 107,906 65,527

営業外費用

支払利息 536 425

為替差損 16,113 －

賃貸費用 2,240 2,108

その他 34 145

営業外費用合計 18,924 2,679

経常利益 612,663 452,981

特別利益

固定資産売却益 4,762 12,004

特別利益合計 4,762 12,004

特別損失

固定資産売却損 － 1,769

固定資産除却損 3,474 1,384

特別損失合計 3,474 3,154

税金等調整前四半期純利益 613,952 461,832

法人税、住民税及び事業税 94,559 67,248

法人税等調整額 53,380 65,516

法人税等合計 147,940 132,765

四半期純利益 466,011 329,067

親会社株主に帰属する四半期純利益 466,011 329,067

（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：千円）

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 466,011 329,067

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △16,363 76,982

為替換算調整勘定 △30,245 37,381

退職給付に係る調整額 5,136 △459

その他の包括利益合計 △41,473 113,904

四半期包括利益 424,538 442,971

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 424,538 442,971

（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。
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