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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 24,393 18.8 3,629 63.8 3,960 71.7 2,441 63.1

2021年3月期第3四半期 20,535 3.4 2,215 72.5 2,307 59.2 1,497 74.3

（注）包括利益 2022年3月期第3四半期　　2,766百万円 （37.0％） 2021年3月期第3四半期　　2,019百万円 （60.3％）

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 197.12 ―

2021年3月期第3四半期 120.95 ―

(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 47,747 37,652 74.0

2021年3月期 45,813 35,360 72.8

（参考）自己資本 2022年3月期第3四半期 35,329百万円 2021年3月期 33,366百万円

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 ― 35.00 35.00

2022年3月期 ― 0.00 ―

2022年3月期（予想） 30.00 30.00

（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 32,850 11.1 4,480 30.0 4,980 34.2 3,150 28.1 254.38

（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 ： 有

（注）詳細は、添付資料Ｐ．９「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の
会計処理の適用）」をご覧ください。

(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．９「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年3月期3Q 12,561,000 株 2021年3月期 12,561,000 株

② 期末自己株式数 2022年3月期3Q 173,410 株 2021年3月期 180,677 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年3月期3Q 12,384,696 株 2021年3月期3Q 12,377,083 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あたっての注意事項等については、添付資料Ｐ．３「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。



１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………… 3

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………… 4

（１）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………… 4

（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 ……………………………………………………… 6

四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 6

四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………… 8

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………… 9

（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………………………… 9

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ………………………………………………………… 9

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） ……………………………………………………… 9

（会計方針の変更） ………………………………………………………………………………………………… 9

○添付資料の目次

- 1 -

新コスモス電機㈱（6824） 2022年３月期 第３四半期決算短信



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

和される中、持ち直しの動きがみられたものの、供給面での制約や原材料価格の動向、さらには感染の再拡大

による下振れリスクの高まりなど予断を許さない状況が続いています。

このような環境のなか、当社グループは、家庭用ガス警報器関連、工業用定置式ガス検知警報器関連、業務

用携帯型ガス検知器関連ならびに、住宅用火災警報器関連の開発、さらには独自のガスセンサ技術を活かした

保安機器や省エネルギーならびにIoT機器等の開発等を行ってまいりました。さらに、当社グループのネット

ワークを活かし世界中のガス事故ゼロを目指し、より一層、安全で快適な環境づくりに貢献するため、高性

能・高品質な製品の開発に取り組み、積極的な営業活動を展開して業績の向上に努めてまいりました。

その結果、売上高は24,393百万円（前年同四半期比18.8％増）となりました。利益につきましては、経常利

益は3,960百万円（前年同四半期比71.7％増）となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は

2,441百万円（前年同四半期比63.1％増）となりました。

当社グループの事業は、ガス警報器事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載の代わりに商

品別概況を記載いたしております。

当社グループの商品別概況は、次のとおりであります。

①家庭用ガス警報器関連

海外向け都市ガス用警報器の販売が好調を維持し、さらに海外向け警報器用ガスセンサ、及び国内向けＬ

Ｐガス用システム型警報器の販売も増加し、売上高は11,843百万円（前年同四半期比23.6％増）となりまし

た。

②工業用定置式ガス検知警報器関連

エレクトロニクス業界、石油化学業界、及び電力業界向けをはじめ、全般的にガス検知警報器の販売が増

加しました。また、メンテナンスサービスの売上も好調に推移し、売上高は6,565百万円（前年同四半期比

20.5％増）となりました。

③業務用携帯型ガス検知器関連

鉄鋼業界向けガス検知器の販売が増加しました。また、メンテナンスサービスの売上も好調に推移し、売

上高は4,110百万円（前年同四半期比6.8％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

当第３四半期連結会計期間の財政状態について、総資産は、前連結会計年度末に比べ1,934百万円増加し

て47,747百万円（前期末比4.2％増）となりました。

これは主に、投資有価証券の減少275百万円があったものの、棚卸資産の増加1,142百万円、電子記録債権

の増加504百万円、現金及び預金の増加392百万円によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ357百万円減少して10,095百万円（前期末比3.4％減）となりました。

これは主に、電子記録債務の増加564百万円があったものの、長期借入金の減少307百万円、未払金（流動

負債その他）の減少254百万円、未払法人税等の減少217百万円、賞与引当金の減少208百万円によるもので

あります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ2,292百万円増加して37,652百万円（前期末比6.5％増）となりまし

た。

これは主に、その他有価証券評価差額金の減少198百万円があったものの、利益剰余金の増加1,999百万

円、非支配株主持分の増加329百万円、為替換算調整勘定の増加177百万円によるものであります。

この結果、自己資本比率は74.0％(前期末比1.2％増)となりました。
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②キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、投資活動及び財

務活動において減少したものの、営業活動において増加し、前連結会計年度末に比べ332百万円増加して

14,511百万円（前期末比2.3％増）となりました。

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、1,764百万円（前年同四半期比15.4％減）となりました。

これは主に、法人税等の支払額1,389百万円及び棚卸資産の増加1,094百万円があったものの、税金等

調整前四半期純利益3,953百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果流出した資金は、775百万円（前年同四半期比45.3％増）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出710百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果流出した資金は、788百万円（前年同四半期比200.8％増）となりました。

これは主に、配当金の支払額433百万円及び長期借入金の返済による支出307百万円によるものであり

ます。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期連結予想につきましては、第３四半期連結累計期間までの業績動向を踏まえ、現状入手可能な情報や

予測等に基づき2022年３月期の業績予想を修正しております。

詳細につきましては、2022年２月14日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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（単位：千円）

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 14,708,742 15,100,810

受取手形及び売掛金 6,385,404 6,403,356

電子記録債権 2,060,661 2,565,084

商品及び製品 2,080,922 2,287,161

仕掛品 1,746,709 1,913,558

原材料及び貯蔵品 2,682,762 3,452,550

その他 372,768 469,414

貸倒引当金 △83,530 △84,438

流動資産合計 29,954,439 32,107,498

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,399,544 2,319,215

機械装置及び運搬具（純額） 1,041,753 1,032,286

土地 3,149,257 3,149,257

建設仮勘定 322,352 274,516

その他（純額） 645,799 801,503

有形固定資産合計 7,558,707 7,576,779

無形固定資産

のれん 1,381,195 1,280,132

ソフトウエア 147,246 153,304

ソフトウエア仮勘定 29,405 10,494

その他 35,753 34,243

無形固定資産合計 1,593,601 1,478,174

投資その他の資産

投資有価証券 4,470,904 4,195,600

繰延税金資産 259,597 317,324

退職給付に係る資産 537,907 545,994

その他 1,439,691 1,527,469

貸倒引当金 △1,818 △1,050

投資その他の資産合計 6,706,282 6,585,338

固定資産合計 15,858,591 15,640,292

資産合計 45,813,030 47,747,790

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
(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 2,013,878 2,032,022

電子記録債務 1,962,784 2,526,818

短期借入金 50,000 50,000

１年内返済予定の長期借入金 410,000 410,000

未払法人税等 758,340 541,200

賞与引当金 518,003 309,124

製品保証引当金 141,134 155,244

その他 1,624,070 1,444,814

流動負債合計 7,478,213 7,469,225

固定負債

長期借入金 1,202,500 895,000

繰延税金負債 444,077 356,079

役員退職慰労引当金 118,935 130,900

退職給付に係る負債 1,121,235 1,157,591

その他 87,656 86,572

固定負債合計 2,974,404 2,626,143

負債合計 10,452,617 10,095,368

純資産の部

株主資本

資本金 1,460,000 1,460,000

資本剰余金 938,360 942,938

利益剰余金 29,473,387 31,472,703

自己株式 △257,077 △246,759

株主資本合計 31,614,670 33,628,882

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,593,405 1,394,677

為替換算調整勘定 △13,289 164,654

退職給付に係る調整累計額 171,952 141,292

その他の包括利益累計額合計 1,752,068 1,700,624

非支配株主持分 1,993,674 2,322,914

純資産合計 35,360,413 37,652,421

負債純資産合計 45,813,030 47,747,790
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（単位：千円）

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 20,535,634 24,393,405

売上原価 11,112,763 12,711,042

売上総利益 9,422,871 11,682,362

販売費及び一般管理費 7,207,138 8,052,900

営業利益 2,215,732 3,629,462

営業外収益

受取利息 6,765 11,045

受取配当金 65,212 70,449

持分法による投資利益 33,498 48,152

為替差益 － 112,106

受取保険金 63,727 33,741

その他 47,144 62,633

営業外収益合計 216,347 338,128

営業外費用

支払利息 5,066 4,191

為替差損 86,521 －

事務所移転費用 31,072 －

その他 2,417 2,695

営業外費用合計 125,078 6,886

経常利益 2,307,001 3,960,703

特別利益

固定資産売却益 － 289

特別利益合計 － 289

特別損失

固定資産売却損 － 45

固定資産除却損 12,650 7,458

特別損失合計 12,650 7,503

税金等調整前四半期純利益 2,294,351 3,953,490

法人税等 700,221 1,142,978

四半期純利益 1,594,129 2,810,511

非支配株主に帰属する四半期純利益 97,111 369,225

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,497,018 2,441,286

（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）

- 6 -

新コスモス電機㈱（6824） 2022年３月期 第３四半期決算短信



（単位：千円）

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 1,594,129 2,810,511

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 467,020 △197,978

為替換算調整勘定 △41,667 136,146

退職給付に係る調整額 5,218 △30,660

持分法適用会社に対する持分相当額 △4,806 48,909

その他の包括利益合計 425,765 △43,582

四半期包括利益 2,019,895 2,766,928

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,928,591 2,389,842

非支配株主に係る四半期包括利益 91,303 377,085

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

- 7 -

新コスモス電機㈱（6824） 2022年３月期 第３四半期決算短信



（単位：千円）

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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 2,294,351 3,953,490

減価償却費 721,536 709,384

有形固定資産除売却損益（△は益） 12,650 5,779

無形固定資産除売却損益（△は益） － 1,433

のれん償却額 101,063 101,063

貸倒引当金の増減額（△は減少） 20,662 38

賞与引当金の増減額（△は減少） △334,274 △208,878

製品保証引当金の増減額（△は減少） 13,043 14,109

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 26,208 △15,865

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7,068 11,965

受取利息及び受取配当金 △71,977 △81,494

受取保険金 △63,727 △33,741

支払利息 5,066 4,191

持分法による投資損益（△は益） △33,498 △48,152

売上債権の増減額（△は増加） △15,817 △492,438

棚卸資産の増減額（△は増加） △754,366 △1,094,041

仕入債務の増減額（△は減少） 666,686 505,093

その他 △22,683 △280,778

小計 2,557,854 3,051,158

利息及び配当金の受取額 100,352 106,497

利息の支払額 △5,047 △4,181

法人税等の支払額 △568,950 △1,389,204

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,084,209 1,764,269

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △502,921 △710,457

有形固定資産の売却による収入 － 1,210

無形固定資産の取得による支出 △42,906 △52,868

投資有価証券の取得による支出 △14,030 △9,346

保険積立金の解約による収入 217,845 74,065

その他 △192,068 △78,428

投資活動によるキャッシュ・フロー △534,081 △775,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 400,000 －

長期借入金の返済による支出 △287,500 △307,500

自己株式の取得による支出 － △68

配当金の支払額 △347,263 △433,042

非支配株主への配当金の支払額 △27,370 △47,845

財務活動によるキャッシュ・フロー △262,133 △788,456

現金及び現金同等物に係る換算差額 △75,452 132,549

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,212,541 332,537

現金及び現金同等物の期首残高 11,479,167 14,179,416

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,691,709 14,511,953

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）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。

（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金等調整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、税金等調整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いたしました。

これにより、従来出荷時に収益を認識しておりました工業用製品に係る売上の一部について、検収時に収益を

認識することといたしました。また、支給先に原材料等を譲渡する有償支給取引に関して、従来は当該原材料等

の対価を収益として認識しておりましたが、当該原材料等の対価を収益として認識しない方法に変更しておりま

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。また、収益認識

会計基準第86項また書き(1)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行われた契約

変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、そ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842,447千円減少し、売上原価は852,273千円減少し、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9,826千円増加しております。また、利益剰余金の当期

首残高は8,659千円減少しております。

（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に

与える影響はありません。
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