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

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

2021年3月期第3四半期 14,468 27.8 780 ― 713 ― 628 ―

（注）包括利益 2022年3月期第3四半期　　1,040百万円 （103.2％） 2021年3月期第3四半期　　512百万円 （―％）

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3四半期 398.49 332.54

2021年3月期第3四半期 222.41 140.80

(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 ％

2022年3月期第3四半期 22,893 10,371 45.3

2021年3月期 26,217 10,296 39.3

（参考）自己資本 2022年3月期第3四半期 10,371百万円 2021年3月期 10,296百万円

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

2021年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2022年3月期 ― 0.00 ―

2022年3月期（予想） 0.00 0.00

（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. 2022年 3月期の連結業績予想（2021年 4月 1日～2022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 △1.0 1,750 28.4 1,700 31.8 1,500 45.5 530.95

（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) 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 ： 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

(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） 2022年3月期3Q 2,830,000 株 2021年3月期 2,830,000 株

② 期末自己株式数 2022年3月期3Q 4,037 株 2021年3月期 6,171 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年3月期3Q 2,825,142 株 2021年3月期3Q 2,823,911 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

2021年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2022年３月期 － 0.00 －

2022年３月期（予想） 0.00 0.00

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

第２種優先株式

2021年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2022年３月期 － 0.00 －

2022年３月期（予想） 0.00 0.00

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よる厳しい状

況が徐々に緩和され景気の持ち直しが見られたものの、半導体不足による各産業への影響や原材

料価格の高騰に加え、新型コロナウイルス変異株（オミクロン株）の急速な感染拡大が懸念さ

れ、先行き不透明感は再び高まっています。

当社グループを取り巻く事業環境は、民間設備投資は持ち直しに足踏みがみられたものの、５

Ｇ（第５世代移動通信システム）関連の需要や世界的な半導体不足に対応した生産能力増強関連

の需要は堅調に推移しました。

このような状況の中で当社グループは、引き続き社会基盤の維持に不可欠な当社グループ製品

の製造を継続する一方、お客様、従業員の安心・安全を第一に考え活動することで感染症拡大防

止に努めました。そのうえで、Ｗｅｂ会議ツールを活用した接合機器のリモートサンプル実験に

より、遠方なのですぐには訪問できない等のお客様の声に応えるとともに、世界的な半導体・電

子電気部品の供給不足の中で、当社グル－プは部品の確保により、赤外線サーモグラフィカメラ

の安定供給に努めております。

この結果、連結売上高は前年同期比２億87百万円減少の141億80百万円（前年同期比2.0％減）

となったものの、連結利益は原価改善に努めたことから粗利益が増加し、営業利益は前年同期比

５億41百万円増加の13億22百万円（前年同期比69.4％増）、経常利益は前年同期比５億83百万円

増加の12億97百万円（前年同期比81.7％増）となりました。また、親会社株主に帰属する当期純

利益は、営業利益及び経常利益が増加したことから、前年同期比４億97百万円増加の11億25百万

円（前年同期比79.3％増）となりました。

セグメント別の状況

情報システム

情報システムは、主要プロジェクトの端境期により、受注高は減少しました。一方、収益力

向上のため、継続的に取り組んでおりますＱＣＤ（品質、コスト、納期）の改善活動の成果が

大きく表れ、売上高は減少したもののセグメント利益は増加しました。

この部門の当期の売上高は前年同期比10億79百万円減少の80億98百万円（前年同期比11.8％

減）となりましたが、セグメント利益は前年同期比４億23百万円増加の５億11百万円となりま

した。

電子機器

電子機器は、赤外線機器は発熱者スクリーニング向けの需要が減少したものの生産設備用途

の需要は増加傾向を示すとともに、接合機器は５Ｇ関連需要が引き続き堅調に推移したことか

ら、電子機器全体としての売上高は増加しました。

この部門の当期の売上高は前年同期比７億91百万円増加の60億81百万円（前年同期比15.0％

増）、セグメント利益は前年同期比１億18百万円増加の８億10百万円となりました。

（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33億24百万円減少し、

228億93百万円となりました。これは主に受取手形、売掛金及び契約資産が11億97百万円、退職

給付に係る資産が13億59百万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33億99百万円減少し、125億21百万円となりました。こ

れは主に支払手形及び買掛金が８億51百万円、退職給付に係る負債が15億14百万円減少したた

めであります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ75百万円増加し、103億71百万円となりました。これ

は主に親会社株主に帰属する四半期純利益を11億25百万円計上する一方、優先株式の取得及び

消却により利益剰余金が10億２百万円減少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

2022年３月期の連結業績予想につきましては、2021年５月26日に公表しました予想数値を修

正しております。詳細につきましては、本日公表の「２０２２年３月期通期業績予想の修正に

関するお知らせ」をご参照願います。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,291 2,177

受取手形及び売掛金 11,288 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 10,091

棚卸資産 4,234 3,625

その他 163 112

流動資産合計 17,978 16,007

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 649 591

土地 3,847 3,847

その他 237 238

有形固定資産合計 4,734 4,676

無形固定資産 134 210

投資その他の資産

退職給付に係る資産 3,261 1,901

その他 128 115

貸倒引当金 △18 △18

投資その他の資産合計 3,370 1,997

固定資産合計 8,239 6,885

資産合計 26,217 22,893

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３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,902 3,050

短期借入金 4,320 4,370

未払法人税等 66 126

賞与引当金 722 462

製品保証引当金 120 115

その他 1,650 1,207

流動負債合計 10,782 9,332

固定負債

長期借入金 880 390

繰延税金負債 455 510

再評価に係る繰延税金負債 993 993

退職給付に係る負債 2,698 1,183

その他 112 113

固定負債合計 5,139 3,189

負債合計 15,921 12,521

純資産の部

株主資本

資本金 5,895 5,895

利益剰余金 1,398 1,550

自己株式 △15 △6

株主資本合計 7,278 7,438

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 0 0

土地再評価差額金 2,254 2,254

退職給付に係る調整累計額 762 676

その他の包括利益累計額合計 3,017 2,932

純資産合計 10,296 10,371

負債純資産合計 26,217 22,893
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

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)

売上高 14,468 14,180

売上原価 10,688 9,757

売上総利益 3,779 4,422

販売費及び一般管理費 2,998 3,099

営業利益 780 1,322

営業外収益

受取手数料 2 2

技術指導料 3 4

その他 4 3

営業外収益合計 11 9

営業外費用

支払利息 37 29

事務所移転費用 33 －

その他 7 5

営業外費用合計 77 35

経常利益 713 1,297

特別損失

固定資産除却損 0 0

特別損失合計 0 0

税金等調整前四半期純利益 713 1,297

法人税等 85 171

四半期純利益 628 1,125

親会社株主に帰属する四半期純利益 628 1,125

（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）

- 5 -

日本アビオニクス株式会社(6946)2022年３月期第３四半期決算短信



（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

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)

四半期純利益 628 1,125

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 0 0

土地再評価差額金 1 －

退職給付に係る調整額 △117 △85

その他の包括利益合計 △115 △85

四半期包括利益 512 1,040

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 512 1,040

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）

　当社は、2021年６月11日付で第２種優先株式1,000,000株を日本電気株式会社から取得し、同日
付で消却を実施いたしました。この結果、当第３四半期連結累計期間において利益剰余金が、
1,002百万円減少したこと等により、当第３四半期連結会計期間末において利益剰余金残高が
1,550百万円となっております。

（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。

　これにより、従来、工事契約に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる工事につ

いては工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、履行義

務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。

　なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回

収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて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。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は183百万円増加し、売上原価は205百万円増加

し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ２百万円増加しております。

また、利益剰余金の当期首残高は31百万円増加しております。

　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資

産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛

金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。

　なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について

新たな表示方法による組替えを行っておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号  2019年７月４日。以下「時価算定会

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、時価算定会計基準第19項及

び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号  2019年７月４日）第44-２項に定める経

過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等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、四半期連結財務諸表への影響はありません。
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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 9,178 5,289 14,468

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － －

計 9,178 5,289 14,468

セグメント利益 88 692 780

（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

（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 2020年４月１日　至 2020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 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。
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（単位：百万円）

前年同四半期
2021年３月期

第３四半期累計

当四半期
2022年３月期
第３四半期累計

（参考）
2021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 9,862 7,043 6,448 5,670 13,359 7,321

電子機器 6,233 3,022 6,238 2,751 8,313 2,594

合計 16,096 10,066 12,686 8,422 21,673 9,916

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
2021年３月期

第３四半期累計

当四半期
2022年３月期
第３四半期累計

（参考）
2021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 9,178 63.4％ 8,098 57.1％ 12,396 61.4％

電子機器 5,289 36.6％ 6,081 42.9％ 7,798 38.6％

合計 14,468 100％ 14,180 100％ 20,195 100％

（単位：百万円）

前年同四半期
2021年３月期

第３四半期累計

当四半期
2022年３月期

第３四半期累計

（参考）
2021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 433 297 528

電子機器 2,450 4,037 3,735

合計 2,884 4,335 4,263

海外売上高の連結売

上高に占める割合
19.9％ 30.6％ 21.1％

（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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