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（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 ％

2022年３月期第２四半期 3,535 153.8 755 － 835 － 669 －

2021年３月期第２四半期 1,393 △32.6 △513 － △448 － △400 －

（注）包括利益 2022年３月期第２四半期 728百万円（－％） 2021年３月期第２四半期 △301百万円（－％）

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

2022年３月期第２四半期 118.44 －

2021年３月期第２四半期 △70.83 －

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

2022年３月期第２四半期 11,532 10,185 88.3 1,803.03

2021年３月期 10,339 9,513 92.0 1,684.04

（参考）自己資本 2022年３月期第２四半期 10,184百万円 2021年３月期 9,512百万円

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

2021年３月期 － 0.00 － 10.00 10.00

2022年３月期 － 0.00

2022年３月期（予想） － 60.00 60.00

（％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 7,700 123.2 1,500 － 1,540 － 1,270 － 224.85

１．2022年３月期第２四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年９月30日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022年３月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年３月期２Ｑ 5,778,695株 2021年３月期 5,778,695株

②  期末自己株式数 2022年３月期２Ｑ 130,418株 2021年３月期 130,385株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期２Ｑ 5,648,297株 2021年３月期２Ｑ 5,648,310株

※  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        ：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Ｐ.７「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事
項（会計方針の変更）」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

※  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、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。
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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ける世界経済は、ワクチン接種の進む先進国を中心に経済対策の効果が高まる一

方、途上国などではワクチン接種の遅れや財政の逼迫などから回復が進まず、二極化が鮮明となりました。日本で

はワクチン接種と並行し東京五輪が開催されましたが、度重なる緊急事態宣言により社会・経済活動の正常化には

至らず、貿易摩擦の長期化や債務拡大への懸念が残るなか、先行き不透明感が継続しました。

　半導体業界におきましては、経済活動の再開を背景とした自動車や５Ｇ向け需要、遠隔サービスや巣ごもり消費

を背景としたパソコンやスマートフォン、ゲーム向け需要など、幅広い分野で需要が拡大しました。半導体の供給

不足に伴う生産のタイト感が続くなか、サプライチェーンのあり方が国家レベルでも意識され、半導体メーカーの

投資意欲は継続しました。

　このような状況のなか、パワーデバイス用テスタやＭＡＰハンドラなどの主力モデルを軸として、中国をはじめ

とする主要市場において顧客基盤拡大に向けた受注活動を展開するとともに、顧客ニーズに応える次世代製品の開

発に注力しました。一方、一部電子部品などの入手が困難となったことから、代替部品の利用や2社購買体制への

移行を進めましたが、生産面において長納期化の懸念が強まりました。

　以上の結果、受注高は44億90百万円（前年同期比307.7％増）と順調に推移し、売上高は35億35百万円（同

153.8％増）となりました。製品別売上高はハンドラ19億19百万円（同723.9％増）、テスタ10億22百万円（同

30.1％増）、パーツ等5億93百万円（同58.6％増）となりました。

　損益面は、売上拡大に伴う売上総利益の増加により、営業利益7億55百万円（前年同期は営業損失5億13百万

円）、経常利益8億35百万円（同経常損失4億48百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益6億69百万円（同親

会社株主に帰属する四半期純損失4億円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第２四半期連結会計期間末における総資産は、売上の回復に伴い、受取手形及び売掛金、たな卸資産が増加し

たことなどから、前連結会計年度末に比べ11億92百万円増加し、115億32百万円となりました。

　負債は、買掛金が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ5億20百万円増加し、13億47百万円となりま

した。

　純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上に伴い、利益剰余金が増加したことなどから、前連結会計

年度末に比べ6億72百万円増加し、101億85百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2021年５月11日に公表しました通期の業績予想および配当予想に変更はありません。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,255 2,968

受取手形及び売掛金 1,235 1,752

製品 126 133

仕掛品 1,094 1,551

原材料 331 395

未収消費税等 72 144

未収還付法人税等 20 8

その他 42 57

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 6,177 7,010

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,523 2,524

減価償却累計額 △2,188 △2,200

建物及び構築物（純額） 335 323

機械装置及び運搬具 117 118

減価償却累計額 △110 △111

機械装置及び運搬具（純額） 7 6

工具、器具及び備品 778 792

減価償却累計額 △735 △747

工具、器具及び備品（純額） 43 44

土地 1,167 1,167

有形固定資産合計 1,553 1,542

無形固定資産

ソフトウエア 7 7

その他 1 1

無形固定資産合計 8 8

投資その他の資産

投資有価証券 2,322 2,666

退職給付に係る資産 59 80

保険積立金 207 211

その他 17 19

貸倒引当金 △6 △6

投資その他の資産合計 2,599 2,970

固定資産合計 4,162 4,522

資産合計 10,339 11,532

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
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 232 459

未払金 95 102

未払費用 101 116

未払法人税等 22 163

賞与引当金 88 174

製品保証引当金 31 30

その他 89 87

流動負債合計 660 1,132

固定負債

長期未払金 1 5

繰延税金負債 165 209

固定負債合計 166 214

負債合計 826 1,347

純資産の部

株主資本

資本金 2,521 2,521

資本剰余金 3,370 3,370

利益剰余金 3,512 4,125

自己株式 △202 △202

株主資本合計 9,202 9,815

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 494 526

為替換算調整勘定 △184 △158

その他の包括利益累計額合計 309 368

非支配株主持分 1 1

純資産合計 9,513 10,185

負債純資産合計 10,339 11,532
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

売上高 1,393 3,535

売上原価 1,312 2,039

売上総利益 80 1,496

販売費及び一般管理費

販売手数料 33 122

荷造運搬費 16 31

役員報酬 67 61

給料手当及び賞与 168 160

法定福利費 26 28

賞与引当金繰入額 18 48

減価償却費 6 8

研究開発費 140 102

貸倒引当金繰入額 △0 △0

その他 116 177

販売費及び一般管理費合計 593 740

営業利益又は営業損失（△） △513 755

営業外収益

受取利息 10 12

受取配当金 17 18

為替差益 － 41

投資有価証券売却益 － 3

助成金収入 38 3

その他 9 6

営業外収益合計 75 85

営業外費用

保険解約損 － 3

為替差損 9 －

支払手数料 1 1

その他 0 0

営業外費用合計 11 5

経常利益又は経常損失（△） △448 835

特別利益

投資有価証券売却益 56 －

特別利益合計 56 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
△392 835

法人税、住民税及び事業税 4 141

法人税等調整額 3 24

法人税等合計 8 166

四半期純利益又は四半期純損失（△） △400 668

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
△0 △0

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△400 669

（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）
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △400 668

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 112 32

為替換算調整勘定 △13 26

その他の包括利益合計 98 59

四半期包括利益 △301 728

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △301 728

非支配株主に係る四半期包括利益 △0 △0

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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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）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等

を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は

サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

　なお、収益認識適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の販売において、出荷時から当該製品の支

配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連結

会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会

計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどす

べての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の損益及び利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
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当第２四半期連結会計期間
（自　2021年７月１日
 至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日
 至　2021年９月30日)

金額
（百万円）

対前年同期増減率
（％）

金額
（百万円）

対前年同期増減率
（％）

ハンドラ 1,769 － 2,697 786.0

テスタ 547 278.4 1,038 157.8

パーツ等 448 94.8 754 91.4

合計 2,765 583.2 4,490 307.7

当第２四半期連結会計期間末
（2021年９月30日)

金額
（百万円）

対前年同期増減率
（％）

ハンドラ 2,196 422.4

テスタ 1,175 358.4

パーツ等 481 248.2

合計 3,853 372.7

当第２四半期連結会計期間
（自　2021年７月１日
 至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日
 至　2021年９月30日)

金額
（百万円）

対前年同期増減率
（％）

金額
（百万円）

対前年同期増減率
（％）

ハンドラ 985 － 1,919 723.9

テスタ 524 △24.1 1,022 30.1

パーツ等 191 △12.2 593 58.6

合計 1,700 70.9 3,535 153.8

３．その他

　受注及び販売の状況

  (1) 受注実績

  （注）1．金額は販売価格によっております。

　　　　2．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　3．当第２四半期連結会計期間のハンドラの対前年同期増減率は1,000％を超えているため「－」で記載しており

　　　　　 ます。

(2) 受注残高

　（注）1．金額は販売価格によっております。

　　　　2．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　(3) 販売実績

　（注）1．金額は販売価格によっております。

2．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3．当第２四半期連結会計期間のハンドラの対前年同期増減率は1,000％を超えているため「－」で記載しており

　 ます。
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