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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第１四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年６月30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１四半期 1,826 △19.9 △75 － △32 － △11 －

2022年３月期第１四半期 2,279 4.6 150 9.7 182 21.0 93 9.8
(注) 包括利益 2023年３月期第１四半期 △13百万円( －％) 2022年３月期第１四半期 224百万円( 50.5％)
　

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１四半期 △1.69 －

2022年３月期第１四半期 13.33 －
　

　

（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１四半期 17,678 13,083 66.8

2022年３月期 18,637 13,417 64.6
(参考) 自己資本 2023年３月期第１四半期 11,807百万円 2022年３月期 12,035百万円
　

　　

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 － 30.00 30.00

2023年３月期 －

2023年３月期(予想) 0.00 － 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

３．2023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、通期は対前期、四半期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

第２四半期(累計) 4,700 3.6 210 △31.8 260 △29.0 160 △32.2 22.80

通期 10,700 5.4 700 △26.5 800 △24.4 470 △23.6 66.96

(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１Ｑ 7,070,000株 2022年３月期 7,070,000株

② 期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 51,226株 2022年３月期 51,226株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 7,018,774株 2022年３月期１Ｑ 7,018,954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。
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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１四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影響は残るものの経済活動の

制限が緩和され、社会・経済活動は正常化に向けた動きを見せております。しかしながら、ウクライナ情勢の長

期化などを受けたエネルギー・原材料価格の高騰や、急速な円安の進行などにより、先行き不透明な状況が続い

ております。また、製造業においては、電子部品や樹脂部品をはじめとする需給逼迫などを受け一部で部材供給

の遅れが見られるなど、部材の調達やコスト面で不安定な状況が続いております。

当社グループでは、経済活動正常化に向けた動きを背景に計測制御デバイス関連分野と電源パワー制御関連分

野で受注は順調に推移しましたが、受注案件の長納期化や部材供給不足による出荷遅延などで、売上への影響が

発生しました。また、環境エネルギー関連分野においては、電力分野での設備投資や一般家庭需要が低調に推移

し、受注と売上に影響しました。

このような中、当社グループにおきましては、グループ共通の営業プラットフォームを通じた新商品の拡販、

生産プラットフォームを通じた生産性向上による原価低減、業務全般の効果効率向上などに取り組みました。ま

た、持続的な企業価値増大を図るべく、将来成長に向けての基礎研究投資や技術開発強化に取り組みました。

以上の結果、第１四半期連結累計期間における売上高は1,826百万円（前年同期比19.9%減）、損益面では経常

損失32百万円（前年同期は経常利益182百万円）、四半期純損失7百万円（前年同期は四半期純利益127百万円）、

親会社株主に帰属する四半期純損失11百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益93百万円）となり

ました。

当社グループは、電子電気機器等の製造、販売を行っており、セグメントは単一となります。なお、当社グル

ープにおける製品関連分野別売上の概要は、次のとおりとなります。

≪計測制御デバイス関連分野≫

計測制御デバイス関連分野では、研究開発や生産設備投資などが好調な社会インフラ関連・半導体製造装置

関連など向けに、微小信号測定器関連・周波数特性分析器・インピーダンス計測器・電子デバイスなどの商品

が順調に推移しました。一方で、一部自動車関連や、防災関連向けの計測システムなどの商品が低調に推移し

ました。

以上の結果、計測制御デバイス関連事業分野の売上高は416百万円（前年同期比8.9%減）となりました。

≪電源パワー制御関連分野≫

電源パワー制御関連分野では、研究開発や生産設備投資などが好調な産業機器・空調をはじめ家電・電子部

品関連・表面処理装置関連など向けに、直流電源やカスタム応用機器などの商品が順調に推移しました。

以上の結果、電源パワー制御関連事業分野の売上高は676百万円(前年同期比13.2%増)となりました。

≪環境エネルギー関連分野≫

環境エネルギー関連分野では、電力系統向けの電力用試験器などの商品への設備投資が低調に推移しました。

また、家庭用蓄電システムの商品においては、需給動向の変化に伴う厳しい販売状況で推移しました。

以上の結果、環境エネルギー関連事業分野の売上高は631百万円（前年同期比44.4%減）となりました。

≪校正・修理分野≫

校正・修理分野では、販売製品のメンテナンスサービスに注力し、売上高は101百万円（前年同期比13.6%増）

となりました。
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（２）財政状態に関する説明

（資産、負債、純資産）

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、棚卸資産などが増加したものの、売上債権などの減少により、前

連結会計年度末と比較して958百万円減少し、17,678百万円となりました。

負債は前連結会計年度末と比較して624百万円減少し、4,594百万円となりました。

純資産は前連結会計年度末と比較して334百万円減少し、13,083百万円となりました。

（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、現時点において2022年５月13日付「2022年３月期決算短信」に

て公表しました業績予想に変更はありません。

本資料に記載されている業績見通し等将来に関する記述は、当社グループが現時点で入手可能な情報に基づき

判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は様々な要因により予想数値と異

なる可能性があります。
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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：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,105,831 5,854,648

受取手形及び売掛金 2,674,983 1,833,629

電子記録債権 754,479 387,122

商品及び製品 1,360,942 1,218,183

仕掛品 1,002,945 1,377,859

原材料 1,843,605 1,994,982

その他 153,350 283,877

貸倒引当金 △2,346 △1,579

流動資産合計 13,893,791 12,948,723

固定資産

有形固定資産

土地 1,951,082 1,951,082

その他（純額） 1,652,435 1,630,193

有形固定資産合計 3,603,518 3,581,276

無形固定資産 132,912 143,832

投資その他の資産 1,006,827 1,004,409

固定資産合計 4,743,257 4,729,518

資産合計 18,637,048 17,678,242

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 661,231 565,785

電子記録債務 951,867 749,352

短期借入金 320,000 320,000

未払法人税等 256,811 13,708

賞与引当金 249,835 130,419

役員賞与引当金 47,200 －

製品保証引当金 14,567 17,421

その他 662,883 737,143

流動負債合計 3,164,396 2,533,830

固定負債

社債 300,000 300,000

長期借入金 1,530,000 1,530,000

退職給付に係る負債 122,213 124,022

長期未払金 54,045 51,743

資産除去債務 25,528 25,554

その他 23,543 29,787

固定負債合計 2,055,331 2,061,108

負債合計 5,219,727 4,594,938
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,317,200 3,317,200

資本剰余金 1,313,033 1,313,033

利益剰余金 7,277,498 7,055,057

自己株式 △23,739 △23,739

株主資本合計 11,883,993 11,661,552

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 151,951 145,539

その他の包括利益累計額合計 151,951 145,539

非支配株主持分 1,381,376 1,276,211

純資産合計 13,417,320 13,083,303

負債純資産合計 18,637,048 17,678,242
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

売上高 2,279,822 1,826,101

売上原価 1,417,292 1,254,465

売上総利益 862,530 571,635

販売費及び一般管理費 712,217 646,742

営業利益又は営業損失（△） 150,313 △75,107

営業外収益

受取利息 38 20

受取配当金 15,935 16,567

開発負担金収入 17,074 28,277

その他 2,591 1,866

営業外収益合計 35,639 46,730

営業外費用

支払利息 3,288 2,612

その他 324 1,630

営業外費用合計 3,613 4,243

経常利益又は経常損失（△） 182,339 △32,619

特別利益

固定資産売却益 99 －

投資有価証券売却益 － 25,581

特別利益合計 99 25,581

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又は
税金等調整前四半期純損失（△）

182,439 △7,038

法人税、住民税及び事業税 48,322 6,183

法人税等調整額 6,124 △5,779

法人税等合計 54,447 403

四半期純利益又は四半期純損失（△） 127,992 △7,441

非支配株主に帰属する四半期純利益 34,410 4,435

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（△）

93,581 △11,877
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 127,992 △7,441

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 96,660 △6,412

その他の包括利益合計 96,660 △6,412

四半期包括利益 224,652 △13,854

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 190,241 △18,289

非支配株主に係る四半期包括利益 34,410 4,435
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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。

（追加情報）

(グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用)

当社及び一部の国内連結子会社は、当第１四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行

しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ

通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日。以下「実

務対応報告第42号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第

42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。

　


