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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 39,562 9.6 535 16.0 348 △34.4 1,041 ―

2022年3月期第2四半期 36,087 1.0 461 △39.9 531 △28.7 △236 ―
(注) 包括利益 2023年3月期第2四半期 2,051百万円( 188.9％) 2022年3月期第2四半期 710百万円( 296.1％)
　

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 21.83 21.47

2022年3月期第2四半期 △4.83 ―
　

　

（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 84,967 58,182 54.2

2022年3月期 91,222 57,611 49.6
(参考) 自己資本 2023年3月期第2四半期 46,088百万円 2022年3月期 45,236百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00

2023年3月期 ― 10.00

2023年3月期(予想) ― 10.00 20.00

(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 80,000 5.0 1,000 △21.7 1,100 △7.5 920 ― 19.60
(注)1 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 49,267,180株 2022年3月期 49,267,180株

② 期末自己株式数 2023年3月期2Ｑ 1,829,545株 2022年3月期 968,247株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期2Ｑ 47,728,621株 2022年3月期2Ｑ 49,079,375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。なお、業
績予想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）3ページの「（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の経営環境は、エネルギー価格や原材料価格の高騰、急激な米ドル高等、厳しい状況が

続いています。

このような状況の中、当社グループは、国内において2025年度から予定されている次世代スマートメーターの導

入や、海外でのソリューション・サービスの拡大などへ向けて、中期経営計画の重点戦略である「スマートメータ

ーを活用した付加価値創出とエネルギー・ソリューションの拡大」、「コアとなる新製品・新事業の創出」、「利

益を重視したグローバル成長」、「グループ経営基盤の強化」を推進しています。

国内計測制御事業については、前年同期と比較して、スマートメーター、ソリューション、配電盤の各事業の増

収により、売上高は前年同期比13.4％増の24,276百万円、営業利益は前年同期比217.4％増の1,163百万円となりま

した。

海外計測制御事業については、前年同期と比較して、オセアニア向けの出荷は順調に増加しましたが、英国向け

の出荷は電子部材調達難の影響で減少したこと等により、売上高は前年同期比0.2％増の14,647百万円にとどまりま

した。利益面においては、部材価格の高騰等により、営業利益は777百万円の損失（前年同期は118百万円の利益）

となりました。

製造装置事業については、売上高は前年同期比125.8％増の761百万円、営業利益は9百万円（前年同期は162百万

円の損失）となりました。なお、当社の連結子会社であった大崎エンジニアリング株式会社について、2022年9月30

日をもって売却しております。

不動産事業については、売上高は前年同期比1.9％増の282百万円、営業利益は前年同期比1.6％増の141百万円と

なりました。

これらの結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は前年同期比9.6％増の39,562百万円、営業利益は前年同期比

16.0％増の535百万円、経常利益は、為替差損の増加などにより前年同期比34.4％減の348百万円となりました。ま

た、親会社株主に帰属する四半期純利益は、国内子会社及び海外子会社の売却による特別損益を計上したことによ

り前年同期比1,278百万円増の1,041百万円となりました。

＜連結業績＞

（単位：百万円）

2022年3月期
第2四半期

22222000002222233333年3月期年3月期年3月期年3月期年3月期
第2四半期第2四半期第2四半期第2四半期第2四半期

増減額 増減率

売上高 36,087 39,562 3,475 ＋9.6％

国内計測制御事業 21,405 24,276 2,871 ＋13.4％

海外計測制御事業 14,613 14,647 33 ＋0.2％

製造装置事業 337 761 424 ＋125.8％

不動産事業 277 282 5 ＋1.9％

調整額 △546 △405 140 －

営業利益 461 535 73 ＋16.0％

国内計測制御事業 366 1,163 796 ＋217.4％

海外計測制御事業 118 △777 △895 －

製造装置事業 △162 9 171 －

不動産事業 139 141 2 ＋1.6％

調整額 △0 △1 △1 －

経常利益 531 348 △182 △34.4％

親会社株主に帰属
する四半期純利益

△236 1,041 1,278 －
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（２）財政状態に関する説明

　当第2四半期連結会計期間末における総資産は、棚卸資産が2,260百万円増加しましたが、受取手形、売掛金及び

契約資産が4,676百万円、現金及び預金が2,398百万円それぞれ減少したこと等により、前連結会計年度末と比較し

て6,254百万円減少し、84,967百万円となりました。

　負債は、支払手形及び買掛金が1,454百万円、海外子会社において長・短期借入金が4,163百万円それぞれ減少し

たこと等により、前連結会計年度末と比較して6,825百万円減少し、26,785百万円となりました。

　純資産は、自己株式の控除額が434百万円増加しましたが、利益剰余金が567百万円、為替換算調整勘定が794百万

円それぞれ増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して570百万円増加し、58,182百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　通期連結業績予想につきましては、2022年8月25日に公表した予想から変更はありません。
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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 11,857 9,458

預け金 3,546 4,584

受取手形、売掛金及び契約資産 17,436 12,759

商品及び製品 6,031 7,093

仕掛品 3,165 3,248

原材料及び貯蔵品 6,911 8,027

その他 3,234 3,585

貸倒引当金 △530 △536

流動資産合計 51,653 48,221

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,880 8,548

土地 12,830 12,099

その他（純額） 6,059 5,457

有形固定資産合計 27,770 26,105

無形固定資産 868 776

投資その他の資産

投資有価証券 5,229 5,204

退職給付に係る資産 1,525 1,512

その他 4,178 3,150

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 10,930 9,864

固定資産合計 39,568 36,746

資産合計 91,222 84,967
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(単位：百万円)

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 7,324 5,869

電子記録債務 2,965 2,908

短期借入金 6,926 29

未払法人税等 502 381

賞与引当金 1,656 1,482

役員賞与引当金 48 33

製品保証引当金 473 400

その他 6,604 5,746

流動負債合計 26,502 16,853

固定負債

長期借入金 ― 2,733

役員退職慰労引当金 42 45

修繕引当金 21 24

退職給付に係る負債 2,479 2,480

繰延税金負債 2,154 2,203

その他 2,410 2,444

固定負債合計 7,108 9,931

負債合計 33,610 26,785

純資産の部

株主資本

資本金 7,965 7,965

資本剰余金 8,750 8,750

利益剰余金 25,670 26,238

自己株式 △487 △921

株主資本合計 41,900 42,033

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,119 1,095

為替換算調整勘定 1,667 2,461

退職給付に係る調整累計額 549 497

その他の包括利益累計額合計 3,336 4,054

新株予約権 509 466

非支配株主持分 11,865 11,626

純資産合計 57,611 58,182

負債純資産合計 91,222 84,967
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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：百万円)
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 36,087 39,562

売上原価 28,208 31,318

売上総利益 7,878 8,244

販売費及び一般管理費 7,417 7,708

営業利益 461 535

営業外収益

受取利息 10 10

受取配当金 99 129

助成金収入 167 33

その他 69 52

営業外収益合計 347 226

営業外費用

支払利息 151 75

為替差損 76 308

その他 50 29

営業外費用合計 277 413

経常利益 531 348

特別利益

固定資産売却益 ― 306

関係会社株式売却益 ― 1,830

特別利益合計 ― 2,137

特別損失

関係会社株式売却損 ― 580

特別損失合計 ― 580

税金等調整前四半期純利益 531 1,905

法人税、住民税及び事業税 349 469

法人税等調整額 131 103

法人税等合計 480 572

四半期純利益 50 1,332

非支配株主に帰属する四半期純利益 287 290

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(△)

△236 1,041
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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：百万円)
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 50 1,332

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 117 △24

為替換算調整勘定 583 794

退職給付に係る調整額 △41 △51

その他の包括利益合計 659 718

四半期包括利益 710 2,051

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 422 1,760

非支配株主に係る四半期包括利益 287 290
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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。

（セグメント情報等）

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又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント

調整額
(注)

四半期連結
損益計算書
計上額

国内計測
制御事業

海外計測
制御事業

製造装置
事業

不動産
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 21,393 14,149 319 224 36,087 ― 36,087
セグメント間の内部売上高
又は振替高

12 464 17 52 546 △546 ―

計 21,405 14,613 337 277 36,633 △546 36,087

セグメント利益又は損失(△)
(営業利益又は営業損失(△))

366 118 △162 139 461 △0 461

(注) セグメント利益の調整額は、セグメント間取引の消去であります。

　 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又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント

調整額
(注)

四半期連結
損益計算書
計上額

国内計測
制御事業

海外計測
制御事業

製造装置
事業

不動産
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 24,265 14,307 759 229 39,562 ― 39,562
セグメント間の内部売上高
又は振替高

11 339 1 52 405 △405 ―

計 24,276 14,647 761 282 39,968 △405 39,562

セグメント利益又は損失(△)
(営業利益又は営業損失(△))

1,163 △777 9 141 537 △1 535

(注) セグメント利益の調整額は、セグメント間取引の消去であります。

　 ２．報告セグメントの変更等に関する事項

報告セグメントの「製造装置事業」に区分されておりました、大崎エンジニアリング株式会社の当社保有の全

株式について、2022年9月30日をもって売却したことに伴い、連結の範囲から除外しております。

　 ３．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。

　


