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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 2,751 65.4 251 294.2 262 257.9 197 230.1

2022年３月期第１四半期 1,663 12.7 63 107.4 73 79.8 59 76.4
(注)包括利益 2023年３月期第１四半期 152百万円( 139.1％) 2022年３月期第１四半期 63百万円( 30.5％)
　

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 38.80 -

2022年３月期第１四半期 11.75 -
　

　

（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 6,979 3,646 52.24

2022年３月期 6,559 3,529 53.81
(参考) 自己資本 2023年３月期第１四半期 3,646百万円 2022年３月期 3,529百万円
　

　

　

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 - 7.00 7.00

2023年３月期 -

2023年３月期(予想) 0.00 - 7.00 7.00
(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) 4,968 30.9 372 128.3 382 122.6 286 112.1 56.36

通期 8,796 △2.4 514 △25.1 528 △24.4 389 △26.8 76.65
(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 ： 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
　

　

（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 5,090,000株 2022年３月期 5,090,000株

② 期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 11,264株 2022年３月期 11,264株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 5,078,736株 2022年３月期１Ｑ 5,078,736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
断する一定の前提条件に基づいており、実際の業績等は様々な要因によって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については、添付資料２ページの「1．経営成
績等の概況(4)今後の見通し」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１四半期連結累計期間において、当社グループの経営成績は、売上高2,751百万円（前年同四半期比65.4％

増）、営業利益251百万円（前年同四半期比294.2％増）、経常利益262百万円（前年同四半期比257.9％増）、親会

社株主に帰属する四半期純利益197百万円（前年同四半期比230.1％増）となりました。

　新型コロナウイルス、半導体受給逼迫の継続に加え、急速な円安の進行、ウクライナ情勢の長期化懸念など、先

行きに不透明感が強まったものの、自動車のＥＶ化、自動運転技術の進展、IoT利用の拡大に伴うデータセンター需

要の増加などを背景として、当社主力市場である半導体製造装置関連の顧客からの高水準の需要が続き、前第１四

半期連結累計期間と比べ売上・利益とも増加いたしました。

なお、当社グループは単一セグメントのため、セグメント別の記載は行っておりません。

（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総資産は、6,979百万円（前連結会計年度末比420百万円、6.4％増）となり

ました。

流動資産は4,840百万円で、前連結会計年度末に比べ482百万円増加いたしました。主な要因は、売掛金の増加、

商品の増加であります。

固定資産は2,139百万円で、前連結会計年度末に比べ62百万円減少いたしました。主な要因は、投資有価証券の減

少であります。

負債は、3,333百万円（前連結会計年度末比303百万円、10.0％増）となりました。

流動負債は3,199百万円で、前連結会計年度末に比べ323百万円増加いたしました。主な要因は、支払手形及び買

掛金の増加であります。

固定負債は134百万円で、前連結会計年度末に比べ20百万円減少いたしました。主な要因は、繰延税金負債の減少

であります。

純資産は、3,646百万円（前連結会計年度末比116百万円、3.3％増）となりました。主な要因は、利益剰余金の増

加であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年３月期の業績予想につきましては、最近の業績動向を踏まえ2022年５月12日に公表した2023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、本日公表の「2023年３月期 業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご覧ください。
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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 1,150,537 1,203,796

受取手形 384,498 395,796

売掛金 1,607,813 1,767,954

電子記録債権 644,801 713,122

商品 562,745 751,123

その他 7,902 9,311

貸倒引当金 △658 △785

流動資産合計 4,357,640 4,840,321

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 436,679 432,293

土地 1,158,875 1,158,875

その他（純額） 18,492 16,750

有形固定資産合計 1,614,046 1,607,920

無形固定資産 46,697 53,793

投資その他の資産

投資有価証券 532,794 469,101

その他 40,202 40,572

貸倒引当金 △31,949 △31,949

投資その他の資産合計 541,047 477,724

固定資産合計 2,201,791 2,139,438

資産合計 6,559,431 6,979,759

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,967,837 2,431,797

短期借入金 500,000 500,000

1年内返済予定の長期借入金 15,000 10,000

未払法人税等 177,940 70,209

賞与引当金 33,290 51,690

その他 181,338 135,461

流動負債合計 2,875,406 3,199,158

固定負債

繰延税金負債 124,200 103,249

退職給付に係る負債 22,216 22,837

その他 8,162 8,162

固定負債合計 154,579 134,250

負債合計 3,029,986 3,333,408

　



株式会社栄電子(7567) 2023年３月期 第１四半期決算短信

4

(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 500,000 500,000

資本剰余金 372,500 372,500

利益剰余金 2,430,096 2,591,623

自己株式 △4,912 △4,912

株主資本合計 3,297,684 3,459,211

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 231,761 187,139

その他の包括利益累計額合計 231,761 187,139

純資産合計 3,529,445 3,646,350

負債純資産合計 6,559,431 6,979,759
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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 1,663,125 2,751,228

売上原価 1,402,656 2,292,978

売上総利益 260,468 458,249

販売費及び一般管理費 196,748 207,086

営業利益 63,720 251,162

営業外収益

受取利息 9 -

受取配当金 11,038 14,323

為替差益 25 -

その他 277 2,104

営業外収益合計 11,351 16,428

営業外費用

支払利息 1,586 1,076

為替差損 - 3,518

その他 9 -

営業外費用合計 1,595 4,594

経常利益 73,476 262,996

税金等調整前四半期純利益 73,476 262,996

法人税、住民税及び事業税 19,245 67,625

法人税等調整額 △5,465 △1,706

法人税等合計 13,779 65,918

四半期純利益 59,696 197,077

親会社株主に帰属する四半期純利益 59,696 197,077
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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 59,696 197,077

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 4,087 △44,621

その他の包括利益合計 4,087 △44,621

四半期包括利益 63,784 152,456

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 63,784 152,456

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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。

（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」（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。

なお、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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３．その他

継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。

　


