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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 10,622 △3.3 349 △45.4 664 △16.9 464 △20.3
2022年３月期第１四半期 10,989 7.9 639 106.3 800 71.2 582 61.5
(注)包括利益 2023年３月期第１四半期 771百万円( 593.9％) 2022年３月期第１四半期 111百万円(△87.8％)

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 30.27 30.25

2022年３月期第１四半期 37.89 37.84
　

(注） 当社は、2022年２月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、2022年
３月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり四半期純利益」及び「潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益」を算定しております。

（２）連結財政状態

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

2023年３月期第１四半期 51,589 35,601 69.0 2,320.82

2022年３月期 52,227 35,228 67.4 2,296.49
(参考) 自己資本 2023年３月期第１四半期 35,588百万円 2022年３月期 35,216百万円

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 － 50.00 － 26.00 －

2023年３月期 －

2023年３月期(予想) 21.00 － 21.00 42.00
(注)１． 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

(注)２． 当社は、2022年２月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。2022年３月期第２
四半期末配当金については、当該株式分割前の配当金の額を記載しております。2022年３月期の年間の配当金
については単純合計ができないため記載しておりません。

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、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 47,270 1.7 2,810 △14.5 3,280 △14.0 2,380 △14.7 155.20

(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 ： 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．８「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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2023年３月期１Ｑ 15,420,000株 2022年３月期 15,420,000株

② 期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 85,326株 2022年３月期 85,254株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 15,334,674株 2022年３月期１Ｑ 15,375,567株
　

(注） 当社は、2022年２月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、2022年
３月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「期中平均株式数」を算定しております。

※ 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

第１四半期連結累計期間における国内経済は、新型コロナウイルス新規感染者数が減少に転じ、徐々に社会経済活

動の制限が緩和され、緩やかながらも回復に向けた動きが見られました。しかしながら、原材料価格の高止まりや急

速な円安進行のほかサプライチェーンの混乱が継続する中、新型コロナウイルス変異株の出現などがあり、景気の先

行きは不透明な状況となっております。

当社グループを取り巻く環境は、新設住宅着工戸数及び公共投資は底堅い動きを、民間設備投資は持ち直しの動き

を見せておりますが、予断を許さない状況が続きました。

このような状況のもと、当社グループは2021年５月に公表しました2021年度から2023年度の３ヵ年を対象期間とし

た「中期経営計画2023」の基本戦略「市場の拡大、事業領域拡大へのチャレンジ」、「基盤事業の競争力と収益力向

上」並びに「経営力の強化」に基づき、各重点施策を推進してまいりました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は前年同四半期比3.3％減収の106億２千２百

万円となりました。需要下降期に入っている家庭用プロパンガスメーターの減少のほか、電子部品不足に伴う納期調

整も影響しました。利益面につきましては、減収による影響のほか、原材料・電子部品・輸入部品の値上がりが加わ

り、営業利益は前年同四半期比45.4％減益の３億４千９百万円、経常利益は前年同四半期比16.9％減益の６億６千４

百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同四半期比20.3％減益の４億６千４百万円となりました。

事業部門別の状況は次のとおりであります。

（計測器関連事業）

売上高は、前年同四半期比3.3％減の106億５百万円となりました。各分野別の状況は次のとおりであります。

ガス関連機器

ＩｏＴ関連製品は順調に伸びておりますが、家庭用プロパンガスメーターは取替需要下降期に入っていることか

ら、ＬＰガス関連は減少しました。輸出は前年同四半期並となりましたが、国内需要が減少した都市ガス関連も減

少となりました。この結果、ガス関連機器の売上高は前年同四半期比4.8％減の57億６千４百万円となりました。

水道関連機器

輸出の増加や原材料高に伴うスクラップ売却高の増加はありましたが、電子部品不足の影響を受けた製品があり、

水道関連機器の売上高は前年同四半期比3.0％減の37億４千１百万円となりました。

民需センサー・システム

当社のコア技術を活かした電磁流量計や超音波流量計を中心とした液体・気体の各種センサーとシステムを、工

場における省エネ・省資源管理や環境対策に向けて拡販を進めました。海外向け医療用センサーは前年同四半期並

にとどまったほか、当分野も電子部品不足の影響を受けたことなどから、民需センサー・システムの売上高は前年

四半期比12.7％減の５億６千６百万円となりました。

計装

大口物件の確保により受注拡大を図るべく、営業体制の充実や提案力・施工能力の強化などを従前から推し進め

てまいりました。前年度完了予定から当期に完了予定となった期ずれ工事物件があったことなどから、計装の売上

高は前年同四半期比29.3％増の５億３千３百万円となりました。

（特機関連事業）

特機

売上高は、前年同四半期比若干増の１千６百万円となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における四半期連結貸借対照表の前連結会計年度末比増減は以下のとおりとなりまし

た。

流動資産は、売上債権の回収が進んだことなどから６億２千２百万円減少し、322億８千２百万円となりました。固

定資産は、株価上昇に伴い投資有価証券が２億１千９百万円増加しましたが、その他が２億２千１百万円減少したこ

となどにより、１千６百万円減少し、193億７百万円となりました。この結果、総資産は６億３千８百万円減少し、

515億８千９百万円となりました。

負債は、未払法人税等が７億８千３百万円減少したことや支払手形及び買掛金が６億２千２百万円減少したことな

どから、10億１千万円減少し、159億８千８百万円となりました。

純資産は、為替換算調整勘定やその他有価証券評価差額金の増加などにより、３億７千２百万円増加し、356億１百

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、2022年５月10日の「2022年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」

で公表いたしました業績予想に変更はありません。
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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
(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 10,737 11,208

受取手形、売掛金及び契約資産 12,559 10,917

製品 1,431 1,621

仕掛品 7,557 7,804

原材料及び貯蔵品 290 267

その他 334 469

貸倒引当金 △6 △5

流動資産合計 32,904 32,282

固定資産

有形固定資産 7,990 7,957

無形固定資産 76 94

投資その他の資産

投資有価証券 6,879 7,099

その他 4,381 4,160

貸倒引当金 △4 △4

投資その他の資産合計 11,256 11,254

固定資産合計 19,323 19,307

資産合計 52,227 51,589

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,360 5,738

短期借入金 704 1,327

未払法人税等 806 22

役員賞与引当金 57 14

その他 2,817 2,678

流動負債合計 10,744 9,780

固定負債

長期借入金 27 27

退職給付に係る負債 5,851 5,828

資産除去債務 6 6

その他 369 346

固定負債合計 6,254 6,207

負債合計 16,999 15,988
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(単位：百万円)

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 3,218 3,218

資本剰余金 311 311

利益剰余金 29,407 29,472

自己株式 △147 △147

株主資本合計 32,789 32,855

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,055 2,202

為替換算調整勘定 110 270

退職給付に係る調整累計額 259 260

その他の包括利益累計額合計 2,426 2,733

新株予約権 12 12

純資産合計 35,228 35,601

負債純資産合計 52,227 51,589
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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：百万円)
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 10,989 10,622

売上原価 8,284 8,193

売上総利益 2,704 2,428

販売費及び一般管理費 2,065 2,079

営業利益 639 349

営業外収益

受取配当金 108 94

為替差益 27 198

その他 45 32

営業外収益合計 181 325

営業外費用

支払利息 11 1

不動産賃貸費用 2 2

その他 6 5

営業外費用合計 20 10

経常利益 800 664

税金等調整前四半期純利益 800 664

法人税、住民税及び事業税 12 12

法人税等調整額 204 187

法人税等合計 217 200

四半期純利益 582 464

親会社株主に帰属する四半期純利益 582 464
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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：百万円)
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 582 464

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △644 146

為替換算調整勘定 147 160

退職給付に係る調整額 25 0

その他の包括利益合計 △471 307

四半期包括利益 111 771

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 111 771

　



愛知時計電機株式会社(7723) 2023年３月期 第１四半期決算短信

- 8 -

（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）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時

価算定会計基準適用指針」という。）を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適

用指針第27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針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。これによる、四半期連結財務諸表への影響はありません。

　


