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(百万円未満切捨て)

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 15,793 26.2 458 ― 490 ― 266 ―

2021年３月期第３四半期 12,512 △11.9 △72 ― △59 ― △261 ―
(注) 包括利益 2022年３月期第３四半期 715百万円( ―％) 2021年３月期第３四半期 △410百万円( ―％)
　

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 18.62 ―
2021年３月期第３四半期 △18.27 ―

　　

（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 20,414 7,148 34.0

2021年３月期 17,885 6,433 34.8
(参考) 自己資本 2022年３月期第３四半期 6,942百万円 2021年３月期 6,230百万円
　　　

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) 5.00 5.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　　

３．2022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 20,500 18.3 450 355.8 450 181.6 260 ― 18.14
(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)
　　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　
　

（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 14,624,000株 2021年３月期 14,624,000株

② 期末自己株式数 2022年３月期３Ｑ 294,287株 2021年３月期 294,287株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期３Ｑ 14,329,713株 2021年３月期３Ｑ 14,329,713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、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あた
っての注意事項等については、添付資料２ページ「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の当社が属するプリント配線板業界は、新型コロナウイルス感染症再拡大の懸念や半導体

不足、主材料等の価格上昇など、先行き不透明な状況にありますが、国内外共に需要が回復し、好調に推移しました。

このような環境の中、当社グループの国内の状況は、プリント配線板事業において、ＬＥＤ照明等の家電製品や自動

車関連分野の受注が回復し、前年同四半期比増収となりました。

実装関連事業は、主力の航空機や産業機器向けの受注は回復が見られたものの、これまでの受注低迷の影響が残りま

した。これらの結果、国内の売上高は、プリント配線板事業の好調により、前年同四半期を上回りました。

海外においても、需要の回復が続き、中国では自動車関連、事務機、家電製品分野の受注が、インドネシアでは自動

車関連、オーディオ等の音響機器分野等の受注が好調に推移し、海外の売上高は前年同四半期を大きく上回り、コロナ

禍以前の水準まで回復しました。また、今期からベトナムの売上を計上しています。

これらの結果、連結売上高は15,793百万円（前年同四半期比26.2％増 3,281百万円の増収）となりました。

利益面は、ベトナム子会社の生産開始に伴う減価償却費等の固定費が増えたものの、大幅な増収と前期より推進して

いる生産性向上策や業務効率化等の経営体質強化の結果、営業利益は458百万円（前年同四半期比 531百万円の増益）、

経常利益は490百万円（前年同四半期比 549百万円の増益）、親会社株主に帰属する四半期純利益は266百万円（前年同

四半期比 528百万円の増益）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　（総資産）

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は、主に現金及び預金の増加506百万円、受取手形及び売掛金の増加357

百万円、製品の増加504百万円、主材料の価格上昇等に備えた安定調達による原材料及び貯蔵品の増加612百万円等によ

り、20,414百万円（前連結会計年度末比2,529百万円の増加）となりました。

　（負債）

　当第３四半期連結会計期間末における負債は、主に支払手形及び買掛金の増加406百万円、短期借入金の増加1,509百

万円等により、13,265百万円（前連結会計年度末比1,814百万円の増加）となりました。

　（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産は、主に利益剰余金の増加266百万円、為替換算調整勘定の増加447百万

円等により、7,148百万円（前連結会計年度末比715百万円の増加）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

通期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の再拡大に加え、半導体不足による自動車等の減産

や景気の回復に伴う主材料価格の上昇など、先行き不透明な状況にあることから、2021年10月29日に公表いたしました

連結業績予想を据え置いております。
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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：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 3,500 4,006

受取手形及び売掛金 3,411 3,769

電子記録債権 1,047 937

製品 836 1,341

仕掛品 452 553

原材料及び貯蔵品 1,122 1,735

その他 726 1,064

貸倒引当金 △2 △1

流動資産合計 11,094 13,407

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,375 4,718

減価償却累計額 △2,923 △3,128

建物及び構築物（純額） 1,452 1,590

機械装置及び運搬具 8,876 9,442

減価償却累計額 △5,848 △6,396

機械装置及び運搬具（純額） 3,027 3,046

土地 724 724

建設仮勘定 252 91

その他 1,260 1,384

減価償却累計額 △963 △1,018

その他（純額） 296 366

有形固定資産合計 5,753 5,819

無形固定資産 25 24

投資その他の資産

投資有価証券 468 603

繰延税金資産 54 51

その他 487 509

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 1,011 1,164

固定資産合計 6,790 7,007

資産合計 17,885 20,414
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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 2,483 2,889

電子記録債務 913 807

短期借入金 2,633 4,142

1年内返済予定の長期借入金 315 447

リース債務 46 45

未払法人税等 219 250

賞与引当金 184 157

その他 739 528

流動負債合計 7,536 9,269

固定負債

長期借入金 3,336 3,365

リース債務 97 82

退職給付に係る負債 399 431

その他 83 117

固定負債合計 3,915 3,996

負債合計 11,451 13,265

純資産の部

株主資本

資本金 1,102 1,102

資本剰余金 1,172 1,172

利益剰余金 3,915 4,182

自己株式 △33 △33

株主資本合計 6,157 6,424

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 95 103

繰延ヘッジ損益 △24 △45

為替換算調整勘定 73 521

退職給付に係る調整累計額 △72 △61

その他の包括利益累計額合計 72 518

非支配株主持分 203 206

純資産合計 6,433 7,148

負債純資産合計 17,885 20,414
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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：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 12,512 15,793

売上原価 10,470 13,200

売上総利益 2,041 2,592

販売費及び一般管理費 2,114 2,133

営業利益又は営業損失（△） △72 458

営業外収益

受取利息 3 4

受取配当金 2 4

仕入割引 7 13

受取手数料 8 9

雇用調整助成金 92 70

雑収入 14 12

営業外収益合計 129 114

営業外費用

支払利息 45 43

為替差損 29 30

売上債権売却損 7 4

雑損失 34 4

営業外費用合計 116 83

経常利益又は経常損失（△） △59 490

特別利益

固定資産売却益 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失

固定資産売却損 0 1

固定資産除却損 10 7

その他 ― 0

特別損失合計 10 9

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（△）

△69 481

法人税、住民税及び事業税 34 227

過年度法人税等 174 ―

法人税等合計 209 227

四半期純利益又は四半期純損失（△） △278 253

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △17 △13

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（△）

△261 266
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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：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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △278 253

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 46 8

繰延ヘッジ損益 25 △20

為替換算調整勘定 △210 463

退職給付に係る調整額 7 10

その他の包括利益合計 △131 461

四半期包括利益 △410 715

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △387 712

非支配株主に係る四半期包括利益 △23 2
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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）

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)

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)

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（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しております。なお、収

益認識会計基準適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品等の国内販売において、出荷時から顧

客の検収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。

この結果、当第３四半期連結累計期間の損益及び利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。

（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しております。

なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

　


