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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第２四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年９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２四半期 3,973 △0.2 118 ― 126 ― 77 ―

2022年３月期第２四半期 3,980 ― 2 ― 6 ― △12 ―
(注) 包括利益 2023年３月期第２四半期 134百万円( ―％) 2022年３月期第２四半期 △0百万円( ―％)
　

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

2023年３月期第２四半期 56.09 ―

2022年３月期第２四半期 △9.38 ―
　

(注) 「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）等を前第１四半期連結会計期間の期首
から適用しております。このため、2022年３月期第２四半期の売上高、営業利益、経常利益、親会社株式に帰属
する四半期純利益の対前年同四半期増減率は、記載しておりません。

（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２四半期 7,806 4,275 54.8

2022年３月期 7,945 4,210 53.0
(参考) 自己資本 2023年３月期第２四半期 4,275百万円 2022年３月期 4,210百万円
　
　
　

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 50.00

2023年３月期 ― ―

2023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
　　
　

３．2023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 8,100 △4.8 230 △49.1 240 △47.7 160 △40.8 116.33
(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２Ｑ 1,425,000株 2022年３月期 1,425,000株

② 期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 49,690株 2022年３月期 49,680株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Ｑ 1,375,318株 2022年３月期２Ｑ 1,375,354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３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２四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ワクチン接種の進展に伴い、

経済活動の再開への動きが見られましたが、新たな変異株による感染急拡大やウクライナ情勢、原材料やエネル

ギー価格の高騰、円安の進行など、依然として先行きは不透明な状況が続いております。

このような経営環境の中、当社グループは新型コロナウイルスの感染防止に万全の注意を払いながら営業活

動・生産活動を展開した結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は39億73百万円（前年同四半期比６百万円、

0.2％減）となり、受注高は36億28百万円（前年同四半期比４億87百万円、11.9％減）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

［電気機器製造販売事業］

電気機器製造販売事業の売上高は38億98百万円（前年同四半期比８百万円、0.2％減）となり、受注高は36

億28百万円（前年同四半期比４億87百万円、11.9％減）となりました。

主力の鉄道関連事業につきましては、国内通勤近郊電車等の車両需要向けを中心に受注活動を展開した結

果、売上高は29億62百万円（前年同四半期比57百万円、1.9％減）となり、受注高は25億21百万円（前年同四

半期比２億49百万円、11.0％増）となりました。

自動車関連事業につきましては、各高速道路会社等に対し車載標識車を中心に受注活動を展開した結果、売

上高は８億71百万円（前年同四半期比25百万円、3.0％増）となり、受注高は８億74百万円（前年同四半期比

９億31百万円、51.6％減）となりました。

船舶等関連事業につきましては、防衛省関連等への船舶用機器を中心に受注活動を展開した結果、売上高は

64百万円（前年同四半期比24百万円、58.8％増）となり、受注高は２億32百万円（前年同四半期比１億94百万

円、510.1％増）となりました。

［不動産関連事業］

不動産関連事業につきましては、各賃貸マンションが堅調な売上を維持しており、売上高は75百万円（前年

同四半期比１百万円、1.6％増）となりました。

利益につきましては、生産性向上やコストの削減に努めた結果、当第２四半期連結累計期間の営業利益は１億

18百万円（前年同四半期比１億16百万円、5,400.4％増)、経常利益は１億26百万円（前年同四半期比１億19百万

円、1,763.1％増）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は77百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属

する四半期純損失12百万円）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

（流動資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて2.6％減少し、50億29百万円となりました。これは、主として現金及

び預金が３億40百万円、電子記録債権が１億80百万円増加し、受取手形及び売掛金が４億82百万円、棚卸資産

が１億25百万円減少したこと等によります。

（固定資産）

固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.2％減少し、27億77百万円となりました。これは、主として建物及

び構築物（純額）が39百万円減少したこと等によります。

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて1.7％減少し、78億６百万円となりました。

（流動負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて5.5％減少し、27億２百万円となりました。これは、主として短期借

入金が３億10百万円増加し、支払手形及び買掛金が１億96百万円、電子記録債務１億77百万円、未払法人税等

が99百万円減少したこと等によります。

（固定負債）

固定負債は、前連結会計年度末に比べて5.4％減少し、８億28百万円となりました。これは、主として長期借

入金が77百万円減少したこと等によります。

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて5.5％減少し、35億30百万円となりました。
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（純資産）

株主資本は、前連結会計年度末に比べて0.2％増加し、38億５百万円となりました。これは、主として利益剰

余金が８百万円増加したこと等によります。

その他の包括利益累計額合計は、前連結会計年度末に比べて13.8％増加し、４億70百万円となりました。こ

れは、主としてその他有価証券評価差額金が36百万円増加したこと等によります。

この結果、純資産合計は前連結会計年度末に比べて1.6％増加し、42億75百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計

年度末に比べ３億40百万円増加し、９億30百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果獲得した資金は２億44百万円（前年同四半期は３億78百万円の獲得）となりました。

この主な要因は、収入については税金等調整前四半期純利益１億26百万円、減価償却費１億21百万円、売上

債権の減少額３億５百万円、棚卸資産の減少額１億50百万円、未払消費税等の増加額73百万円であり、支出に

ついては仕入債務の減少額３億82百万円、法人税等の支払額１億37百万円等により、キャッシュ・フローが増

加したことによります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は27百万円（前年同四半期は26百万円の使用）となりました。

この主な要因は、支出について無形固定資産の取得による支出29百万円等により、キャッシュ・フローが減

少したことによります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果獲得した資金は１億８百万円（前年同四半期は４億93百万円の使用）となりました。

この主な要因は、収入については短期借入金の純増加額３億円であり、支出については長期借入金の返済に

よる支出83百万円、リース債務の返済による支出61百万円、配当金の支払額68百万円等により、キャッシュ・

フローが増加したことによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　 現時点においては、2022年５月16日に公表いたしました2023年３月期の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：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 830,357 1,170,366

受取手形及び売掛金 1,308,743 826,566

電子記録債権 453,804 634,262

商品及び製品 275,330 122,908

仕掛品 1,553,730 1,541,731

原材料及び貯蔵品 675,064 714,149

その他 66,729 19,283

流動資産合計 5,163,759 5,029,267

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,972,853 2,975,704

減価償却累計額 △1,679,705 △1,722,408

建物及び構築物（純額） 1,293,147 1,253,296

土地 63,720 63,720

その他 702,771 748,572

減価償却累計額 △497,973 △526,545

その他（純額） 204,798 222,027

有形固定資産合計 1,561,666 1,539,044

無形固定資産 193,551 173,521

投資その他の資産

投資有価証券 964,276 1,013,506

その他 61,953 51,090

投資その他の資産合計 1,026,229 1,064,596

固定資産合計 2,781,448 2,777,162

資産合計 7,945,207 7,806,430
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 887,337 690,715

電子記録債務 948,570 771,549

短期借入金 467,868 778,298

未払法人税等 154,880 55,656

賞与引当金 157,960 154,210

役員賞与引当金 30,000 -

その他 212,883 251,930

流動負債合計 2,859,499 2,702,359

固定負債

長期借入金 576,039 498,890

繰延税金負債 82,556 101,205

その他 216,654 228,103

固定負債合計 875,250 828,199

負債合計 3,734,749 3,530,559

純資産の部

株主資本

資本金 1,048,500 1,048,500

資本剰余金 897,272 897,272

利益剰余金 1,921,958 1,930,338

自己株式 △70,732 △70,750

株主資本合計 3,796,998 3,805,360

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 392,110 428,160

為替換算調整勘定 21,349 42,349

その他の包括利益累計額合計 413,459 470,510

純資産合計 4,210,458 4,275,870

負債純資産合計 7,945,207 7,806,430
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

売上高 3,980,542 3,973,709

売上原価 3,442,263 3,346,041

売上総利益 538,279 627,667

販売費及び一般管理費 536,122 509,045

営業利益 2,156 118,622

営業外収益

受取利息 4 4

受取配当金 6,784 7,529

受取補償金 393 125

為替差益 - 1,720

雑収入 5,596 5,758

営業外収益合計 12,778 15,137

営業外費用

支払利息 7,372 6,942

為替差損 758 -

雑損失 1 57

営業外費用合計 8,131 7,000

経常利益 6,803 126,759

特別損失

固定資産除却損 0 18

特別損失合計 0 18

税金等調整前四半期純利益 6,803 126,741

法人税、住民税及び事業税 2,894 43,935

法人税等調整額 16,811 5,660

法人税等合計 19,705 49,595

四半期純利益又は四半期純損失（△） △12,902 77,146

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

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（△）

△12,902 77,146
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △12,902 77,146

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 10,599 36,050

為替換算調整勘定 1,760 20,999

その他の包括利益合計 12,359 57,050

四半期包括利益 △543 134,196

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △543 134,196

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30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 6,803 126,741

減価償却費 152,115 121,717

受取利息及び受取配当金 △6,789 △7,533

支払利息 7,372 6,942

売上債権の増減額（△は増加） 569,784 305,122

棚卸資産の増減額（△は増加） △128,696 150,638

仕入債務の増減額（△は減少） △50,349 △382,299

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,000 △3,750

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,000 △30,000

固定資産除売却損益（△は益） 0 18

その他の営業外損益（△は益） △328 △243

未収消費税等の増減額（△は増加） △41,818 47,642

未払消費税等の増減額（△は減少） △24,398 73,096

その他の流動資産の増減額（△は増加） 3,544 1,221

その他の流動負債の増減額（△は減少） △26,338 △29,585

その他 7,881 373

小計 454,783 380,102

利息及び配当金の受取額 6,789 7,533

利息の支払額 △6,388 △5,360

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △76,985 △137,805

営業活動によるキャッシュ・フロー 378,198 244,471

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △240,000 △240,000

定期預金の払戻による収入 240,000 240,000

有形固定資産の取得による支出 △4,765 △8,644

無形固定資産の取得による支出 △23,895 △29,631

有形固定資産の除却による支出 - △18

投資有価証券の取得による支出 △193 △190

預り保証金の返還による支出 - △4,148

預り保証金の受入による収入 2,148 4,202

投資その他の資産の増減額（△は増加） △2 10,698

投資活動によるキャッシュ・フロー △26,707 △27,731

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △590,000 300,145

長期借入れによる収入 200,000 -

長期借入金の返済による支出 △103,914 △83,934

リース債務の返済による支出 △52,166 △61,177

セール・アンド・リースバックによる収入 93,712 21,624

自己株式の取得による支出 △23 △17

配当金の支払額 △41,000 △68,335

財務活動によるキャッシュ・フロー △493,392 108,304

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,329 14,965

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △140,572 340,009

現金及び現金同等物の期首残高 905,206 590,357

現金及び現金同等物の四半期末残高 764,634 930,366
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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）

当第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)

　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位：千円)

電気機器
製造販売事業

不動産
関連事業

合計
調整額
(注)1

四半期連結
損益計算書
計上額

売上高

外部顧客への売上高 3,906,513 74,029 3,980,542 ― 3,980,542

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,906,513 74,029 3,980,542 ― 3,980,542

セグメント利益 46,978 36,380 83,358 △81,201 2,156

(注) １. セグメント利益の調整額△81,201千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△81,201千円が含

まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位：千円)

電気機器
製造販売事業

不動産
関連事業

合計
調整額
(注)1

四半期連結
損益計算書
計上額

売上高

外部顧客への売上高 3,898,505 75,204 3,973,709 ― 3,973,709

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,898,505 75,204 3,973,709 ― 3,973,709

セグメント利益 162,604 35,758 198,362 △79,740 118,622

(注) １. セグメント利益の調整額△79,740千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△79,740千円が含

まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　


