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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 23,745 30.1 6,127 31.4 6,493 38.1 4,511 42.1

2022年3月期第2四半期 18,257 12.4 4,663 15.1 4,703 16.0 3,173 13.3

（注）包括利益 2023年3月期第2四半期　　4,957百万円 （47.9％） 2022年3月期第2四半期　　3,352百万円 （20.1％）

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 43.95 ―

2022年3月期第2四半期 30.92 ―

(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 50,300 40,343 80.2

2022年3月期 45,502 37,202 81.8

（参考）自己資本 2023年3月期第2四半期 40,343百万円 2022年3月期 37,202百万円

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 ― 18.00 18.00

2023年3月期 ― 0.00

2023年3月期（予想） ― 20.00 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 45,000 18.5 11,000 17.9 11,000 13.3 7,500 11.4 73.07

（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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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2Q 105,149,520 株 2022年3月期 105,149,520 株

② 期末自己株式数 2023年3月期2Q 2,497,740 株 2022年3月期 2,512,923 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期2Q 102,642,908 株 2022年3月期2Q 102,620,946 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。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きましては、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による行動制限が緩和され、景気

の持ち直しの動きがみられましたが、ウクライナをめぐる国際情勢の悪化による原材料やエネルギー価格の高騰、

急激な円安の進行などにより、依然として先行き不透明な状況にあります。

当社グループが属する業界では、スマートフォンやパソコン、テレビなどの一部民生機器の需要が少し弱くなっ

たものの、ＩｏＴや５Ｇ(第５世代移動通信システム)の普及によるデータセンター向け、車載向けなどのニーズ拡

大を背景に、半導体需要は増加傾向で推移しました。

このような状況の中、当社グループのエレクトロニクス関連事業において、顧客の設備投資に伴い発生するイニ

シャル部門(特殊ガス供給装置製造、供給配管設計施工)は、主要顧客である半導体工場において新規設備投資が一

部想定より後ろ倒しとなったものの、設備投資は継続して実施され、好調に推移しました。また、生産活動に伴い

発生するオペレーション部門(特殊ガス販売管理業務、技術サービス等)は、半導体工場での生産活動が拡大してい

ることから、特殊ガス販売管理業務、半導体製造装置メンテナンスを中心に堅調に推移しました。

グラフィックスソリューション事業においては、デジタルサイネージ向け関連製品を中心に堅調に推移しまし

た。

太陽光発電事業では、三重県内で３か所の太陽光発電所が順調に稼働しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は23,745百万円(前年同四半期比30.1％増)、営業利益は

6,127百万円(前年同四半期比31.4％増)、経常利益は6,493百万円(前年同四半期比38.1％増)、親会社株主に帰属す

る四半期純利益は4,511百万円(前年同四半期比42.1％増)となりました。

①エレクトロニクス関連事業

当セグメントにおいては、売上高は23,035百万円(前年同四半期比31.1％増)、セグメント利益は6,744百万円

(前年同四半期比33.0％増)となりました。

②グラフィックスソリューション事業

当セグメントにおいては、売上高は593百万円(前年同四半期比2.2％増)、セグメント利益は74百万円(前年同

四半期比1.9％増)となりました。

③太陽光発電事業

当セグメントにおいては、売上高は116百万円(前年同四半期比7.5％増)、セグメント利益は67百万円(前年同

四半期比31.3％増)となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産の部)

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ4,798百万円増加し、50,300百万円

となりました。これは主に現金及び預金が4,439百万円減少したものの、受取手形、売掛金及び契約資産が4,606

百万円増加、流動資産のその他に含まれる前渡金が2,132百万円増加、商品及び製品が1,199百万円増加、原材料

及び貯蔵品が798百万円増加したことによります。

(負債の部)

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,657百万円増加し、9,956百万円

となりました。これは主に未払法人税等が534百万円増加、未払金が447百万円増加、固定負債のその他に含まれ

る長期未払金が550百万円増加したことによります。

(純資産の部)

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ3,141百万円増加し、40,343百万

円となりました。これは主に利益剰余金が、配当金の支払1,847百万円により減少したものの親会社株主に帰属す

る四半期純利益4,511百万円の計上により増加、為替換算調整勘定が451百万円増加したことによります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2022年５月13日付「2022年３月期決算短信」にて公表いたしました通期の連結業

績予想から修正を行っておりません。なお、業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、新型コ

ロナウイルス感染症拡大による国内外の経済活動の更なる減速、主要顧客の設備投資の遅れ、顧客工場における稼

働率の大幅な低下などにより、今後の事業活動及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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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 9,863,817 5,424,483

受取手形、売掛金及び契約資産 15,584,694 20,191,044

商品及び製品 1,270,742 2,470,245

仕掛品 1,605,243 1,247,468

原材料及び貯蔵品 2,031,232 2,829,988

その他 3,010,379 5,270,034

流動資産合計 33,366,109 37,433,263

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,562,025 5,865,256

その他（純額） 3,609,069 3,747,400

有形固定資産合計 9,171,094 9,612,657

無形固定資産 43,955 39,926

投資その他の資産

リース債権及びリース投資資産 1,927,255 1,454,019

その他 993,704 1,760,879

投資その他の資産合計 2,920,959 3,214,899

固定資産合計 12,136,009 12,867,483

資産合計 45,502,119 50,300,747

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,658,962 3,653,746

短期借入金 134,262 180,453

未払金 428,943 876,780

未払費用 376,134 400,965

未払法人税等 1,493,419 2,028,184

賞与引当金 602,907 628,044

その他 350,128 396,181

流動負債合計 7,044,758 8,164,356

固定負債

リース債務 575,004 514,864

退職給付に係る負債 589,567 636,421

資産除去債務 27,389 31,687

その他 62,985 609,554

固定負債合計 1,254,947 1,792,528

負債合計 8,299,705 9,956,885
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,317,815 1,317,815

資本剰余金 1,618,109 1,643,180

利益剰余金 35,090,894 37,754,472

自己株式 △1,060,135 △1,053,767

株主資本合計 36,966,683 39,661,700

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △555 △5,401

為替換算調整勘定 237,030 688,213

退職給付に係る調整累計額 △743 △649

その他の包括利益累計額合計 235,730 682,161

純資産合計 37,202,413 40,343,862

負債純資産合計 45,502,119 50,300,747
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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 18,257,769 23,745,133

売上原価 12,218,936 15,787,168

売上総利益 6,038,833 7,957,965

販売費及び一般管理費 1,375,430 1,830,727

営業利益 4,663,402 6,127,237

営業外収益

受取利息 3,198 5,235

受取配当金 2,435 7,602

為替差益 19,487 335,184

受取賃貸料 7,909 12,693

助成金収入 5,670 2,693

その他 6,514 7,414

営業外収益合計 45,216 370,823

営業外費用

支払利息 3,461 2,995

不動産賃貸費用 1,693 1,460

その他 224 391

営業外費用合計 5,380 4,846

経常利益 4,703,239 6,493,214

特別利益

固定資産売却益 278 －

特別利益合計 278 －

特別損失

固定資産除売却損 2,232 19,003

退職給付費用 121,338 －

特別損失合計 123,571 19,003

税金等調整前四半期純利益 4,579,946 6,474,211

法人税、住民税及び事業税 1,373,729 2,022,459

法人税等調整額 32,763 △59,284

法人税等合計 1,406,493 1,963,174

四半期純利益 3,173,452 4,511,036

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,173,452 4,511,036
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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 3,173,452 4,511,036

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,408 △4,846

為替換算調整勘定 180,026 451,183

退職給付に係る調整額 299 94

その他の包括利益合計 178,917 446,431

四半期包括利益 3,352,370 4,957,467

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,352,370 4,957,467

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 4,579,946 6,474,211

減価償却費 285,271 345,554

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,482 △11,171

賞与引当金の増減額（△は減少） △115,539 25,137

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 168,899 46,988

受取利息及び受取配当金 △5,633 △12,837

支払利息 3,461 2,995

為替差損益（△は益） 2,348 △24,105

固定資産除売却損益（△は益） 1,954 19,003

売上債権の増減額（△は増加） △110,392 △4,466,743

棚卸資産の増減額（△は増加） △391,861 △1,568,561

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は
増加）

550,096 482,857

差入保証金の増減額（△は増加） 176,740 －

仕入債務の増減額（△は減少） △55,090 △106,055

前渡金の増減額（△は増加） 8,183 △2,132,598

その他 △156,907 335,782

小計 4,929,994 △589,542

利息及び配当金の受取額 5,888 9,270

利息の支払額 △3,461 △2,995

法人税等の支払額 △1,762,402 △1,524,668

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,170,018 △2,107,936

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 △661,956 △1,292,660

定期預金の払戻による収入 658,119 739,080

有形固定資産の取得による支出 △940,945 △801,252

無形固定資産の取得による支出 △5,038 △2,280

その他 △6,773 95

投資活動によるキャッシュ・フロー △956,594 △1,357,017

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） 41,498 18,830

配当金の支払額 △1,641,935 △1,847,458

その他 △35,092 △39,653

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,635,529 △1,868,281

現金及び現金同等物に係る換算差額 52,049 281,140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 629,944 △5,052,094

現金及び現金同等物の期首残高 9,514,588 8,983,156

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,144,533 3,931,062
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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）

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、第２四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表へ与える影響はありません。

（追加情報）

新型コロナウイルス感染症の影響

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（新型コロナウイルス感染症の影響）に記載した新型コロナウ

イルス感染症の影響に関する仮定について重要な変更はありません。

（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又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
合計

エレクトロニクス
関連事業

グラフィックス
ソリューション事業

太陽光発電事業

売上高

外部顧客への売上高 17,569,101 580,310 108,357 18,257,769

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － －

計 17,569,101 580,310 108,357 18,257,769

セグメント利益 5,069,994 72,970 51,234 5,194,199

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差

異調整に関する事項)
(単位：千円)

利 益 金 額

報告セグメント計 5,194,199

全社費用（注） △533,015

その他 2,219

四半期連結損益計算書の営業利益 4,663,402

(注) 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。
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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：千円)

報告セグメント
合計

エレクトロニクス
関連事業

グラフィックス
ソリューション事業

太陽光発電事業

売上高

外部顧客への売上高 23,035,444 593,206 116,483 23,745,133

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － －

計 23,035,444 593,206 116,483 23,745,133

セグメント利益 6,744,415 74,386 67,246 6,886,049

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差

異調整に関する事項)
(単位：千円)

利 益 金 額

報告セグメント計 6,886,049

全社費用（注） △763,667

その他 4,856

四半期連結損益計算書の営業利益 6,127,237

(注) 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。

　


