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(百万円未満切捨て)

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 1,633 △7.2 140 △27.7 167 △25.4 113 △48.3

2022年３月期第３四半期 1,759 34.5 194 ― 223 ― 219 ―

(注)１ 包括利益 2023年３月期第３四半期 120百万円 ( △44.5％)2022年３月期第３四半期 217百万円 ( ― ％)

２ 2022年３月期第３四半期の営業利益及び経常利益の対前年同四半期増減率は、1,000％を超えるため「―」と
　 記載しております。

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 83.01 ―

2022年３月期第３四半期 160.54 ―

（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 4,407 3,277 74.4

2022年３月期 4,647 3,273 70.4

(参考) 自己資本 2023年３月期第３四半期 3,277百万円 2022年３月期 3,273百万円

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 ― 85.00 85.00

2023年３月期 ― 0.00 ―

2023年３月期(予想) 40.00 40.00

(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 2,400 △1.8 200 △35.8 213 △39.3 160 △53.0 116.93

(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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

　 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 1,393,459株 2022年３月期 1,393,459株

② 期末自己株式数 2023年３月期３Ｑ 25,130株 2022年３月期 25,081株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期３Ｑ 1,368,357株 2022年３月期３Ｑ 1,368,534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、四半期決算短信[添付資料]３ページ「（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。

※ 2023年３月期第１四半期決算短信より、日付の表示を和暦から西暦に変更しております。
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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のさらなる拡大

が懸念されるなかで、行動制限の緩和による個人消費の増加や観光客に対する水際対策の緩和に

よるインバウンド需要の増加などにより、活気を取り戻しつつありましたが、ロシアによるウク

ライナ侵攻の長期化に伴う資源価格の高騰や米欧の金融引き締め、急激な円安などの影響により

物価上昇に歯止めがかからず、先行き不透明な環境下で推移いたしました。

　当業界におきましては、設備投資関連は増加傾向で推移いたしましたが、電子部品や半導体の

調達難が継続していることから、納期遅延や生産調整による影響が大きく、依然として厳しい受

注環境で推移いたしました。

　このような状況のなかで当社グループは、ウェビナー（ＷＥＢセミナー）の継続開催や、ホー

ムページの拡充、ＳＮＳによる動画配信、再開された展示会や学会等への出展を積極的に行うと

ともに、当社製品を実際に使用していただく体験イベントを再開するなど、新規顧客の獲得に注

力いたしました。

　生産におきましては、電子部品や半導体の調達難に伴い、一部の製品では生産性の悪化や納期

遅延が発生するなど、引き続き厳しい状況下で推移いたしました。

　以上の結果、売上高は16億33百万円（前年同四半期比7.2％減）、営業利益は１億40百万円（前

年同四半期比27.7％減）、経常利益は１億67百万円（前年同四半期比25.4％減）、親会社株主に

帰属する四半期純利益は１億13百万円（前年同四半期比48.3％減）となりました。

　セグメント別の状況は次のとおりであります。

　（Ｘ線残留応力測定装置関連）

　新規顧客獲得に向けて、関連する展示会や学会等には積極的に出展するなど、顧客との対面営

業に注力するとともに、ウェビナー（ＷＥＢセミナー）やＳＮＳを活用した営業活動にも一層注

力いたしましたが、受注時期が先送りとなる案件が発生するなど厳しい状況で推移したことから、

売上高は４億34百万円（前年同四半期比9.7％減）、セグメント利益は１億23百万円（前年同四半

期比32.9％減）となりました。

　（ヘルスケア装置関連）

　新たな受託開発案件の引合い増加に加え、リピート製品の受注も堅調に推移いたしましたが、

電子部品や半導体の入荷遅れによる生産工程の変更や生産調整に伴う納期遅延に加え、部材価格

の上昇や工数超過による不採算案件の発生等により原価率も悪化したことから、売上高は７億４

百万円（前年同四半期比12.0％減）、セグメント利益は73百万円（前年同四半期比17.0％減）と

なりました。

　（光応用・特殊機器装置関連）

　個別案件の引合いは引き続き好調を維持しており、一部の受託製品において顧客支給品の入荷

遅れによる納期遅延が発生したものの、概ね堅調に推移したことから、売上高は４億94百万円

（前年同四半期比3.4％増）、セグメント利益は１億55百万円（前年同四半期比9.7％増）となり

ました。
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（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、前連結会計年度末と比べて２億40百万円減少

し、44億７百万円となりました。これは主に、仕掛品が72百万円、原材料及び貯蔵品が52百万円

それぞれ増加し、現金及び預金が２億12百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が72百万円それ

ぞれ減少したことによるものであります。

　負債は、前連結会計年度末と比べて２億44百万円減少し、11億29百万円となりました。これは

主に、未払法人税等が94百万円、賞与引当金が71百万円、長期借入金が40百万円それぞれ減少し

たことによるものであります。

　純資産は、前連結会計年度末と比べて４百万円増加し、32億77百万円となりました。

（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５月13日付の決算短信で公表いたしました

通期の業績予想のとおりであり変更はありません。
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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 2,212,632 2,000,458

受取手形、売掛金及び契約資産 681,375 609,170

仕掛品 421,870 493,883

原材料及び貯蔵品 168,750 221,540

その他 13,169 52,830

流動資産合計 3,497,798 3,377,883

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 246,786 242,091

その他（純額） 289,963 275,805

有形固定資産合計 536,750 517,897

無形固定資産 22,707 15,818

投資その他の資産 590,625 495,649

固定資産合計 1,150,083 1,029,365

資産合計 4,647,882 4,407,248

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 63,629 52,834

電子記録債務 234,202 254,524

1年内返済予定の長期借入金 37,340 51,074

未払法人税等 94,694 -

賞与引当金 118,428 47,146

その他 226,035 154,385

流動負債合計 774,329 559,964

固定負債

長期借入金 137,360 96,972

退職給付に係る負債 462,573 472,545

固定負債合計 599,933 569,517

負債合計 1,374,263 1,129,482

純資産の部

株主資本

資本金 1,491,375 1,491,375

資本剰余金 929,795 929,795

利益剰余金 1,009,875 1,007,152

自己株式 △166,210 △166,286

株主資本合計 3,264,836 3,262,036

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,968 4,446

為替換算調整勘定 5,814 11,282

その他の包括利益累計額合計 8,782 15,729

純資産合計 3,273,619 3,277,765

負債純資産合計 4,647,882 4,407,248
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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３四半期連結累計期間

(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 1,759,645 1,633,653

売上原価 1,151,779 1,036,993

売上総利益 607,866 596,659

販売費及び一般管理費 413,308 455,991

営業利益 194,557 140,667

営業外収益

受取利息及び配当金 2,644 3,599

為替差益 13,239 6,817

売電収入 9,248 9,236

助成金収入 4,447 10,610

貸倒引当金戻入額 3,600 -

その他 1,989 1,506

営業外収益合計 35,169 31,770

営業外費用

支払利息 375 281

売電費用 5,468 5,091

営業外費用合計 5,843 5,373

経常利益 223,883 167,064

特別利益

固定資産売却益 1,323 -

特別利益合計 1,323 -

特別損失

固定資産除却損 0 767

特別損失合計 0 767

税金等調整前四半期純利益 225,206 166,296

法人税等 5,507 52,708

四半期純利益 219,699 113,588

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 219,699 113,588
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(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 219,699 113,588

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4,734 1,478

為替換算調整勘定 2,355 5,468

その他の包括利益合計 △2,379 6,946

四半期包括利益 217,320 120,535

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 217,320 120,535

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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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　（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並びに収益の分解情報

（単位：千円）

報告セグメント

合計Ｘ線残留応力測定

装置関連
ヘルスケア装置関連

光応用・特殊機器

装置関連

売上高

一時点で移転される財及び

サービス
481,303 800,397 365,980 1,647,681

一定の期間にわたり移転され

るサービス
― ― 111,964 111,964

顧客との契約から生じる収益 481,303 800,397 477,944 1,759,645

　外部顧客への売上高 481,303 800,397 477,944 1,759,645

セグメント間の内部売上高

又は振替高
― ― ― ―

計 481,303 800,397 477,944 1,759,645

セグメント利益 184,583 88,453 141,660 414,697

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該

差額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 414,697

全社費用（注） △212,042

棚卸資産の調整額 △8,097

四半期連結損益計算書の営業利益 194,557

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

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並びに収益の分解情報

（単位：千円）

報告セグメント

合計Ｘ線残留応力測定

装置関連
ヘルスケア装置関連

光応用・特殊機器

装置関連

売上高

一時点で移転される財及び

サービス
434,814 697,050 362,789 1,494,654

一定の期間にわたり移転され

るサービス
― 7,561 131,437 138,998

顧客との契約から生じる収益 434,814 704,612 494,226 1,633,653

　外部顧客への売上高 434,814 704,612 494,226 1,633,653

セグメント間の内部売上高

又は振替高
― ― ― ―

計 434,814 704,612 494,226 1,633,653

セグメント利益 123,778 73,459 155,387 352,625
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２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該

差額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 352,625

全社費用（注） △211,993

棚卸資産の調整額 35

四半期連結損益計算書の営業利益 140,667

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．その他

　生産、受注及び販売の状況

（１） 生産実績

当第３四半期連結累計期間における生産実績は、次のとおりであります。

セグメントの名称 生産高（千円） 前年同四半期比（％）

Ｘ線残留応力測定装置関連 550,571 130.3

ヘルスケア装置関連 610,247 66.3

光応用・特殊機器装置関連 566,791 112.3

合計 1,727,610 93.5

（２）受注実績

当第３四半期連結累計期間における受注実績は、次のとおりであります。

セグメントの名称 受注高（千円） 前年同四半期比（％） 受注残高（千円） 前年同四半期比（％）

Ｘ線残留応力測定装置関連 455,863 74.8 86,749 40.3

ヘルスケア装置関連 946,162 81.5 1,587,418 110.5

光応用・特殊機器装置関連 683,906 126.1 425,071 114.5

合計 2,085,932 90.2 2,099,239 103.8

（３）販売実績

当第３四半期連結累計期間における販売実績は、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高（千円） 前年同四半期比（％）

Ｘ線残留応力測定装置関連 434,814 90.3

ヘルスケア装置関連 704,612 88.0

光応用・特殊機器装置関連 494,226 103.4

合計 1,633,653 92.8

(注)主な相手先別販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

なお、総販売実績に対する当該割合が100分の10未満である販売実績につきましては、記載を省略しておりま

す。

相手先

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

（自 2021年４月１日
　 至 2021年12月31日）

（自 2022年４月１日
　 至 2022年12月31日）

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％）

株式会社日立ハイテク 218,839 12.4 247,690 15.2

ミナリスメディカル株式会社 ― ― 232,113 14.2

東洋紡株式会社 499,070 28.4 202,744 12.4

　


