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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 5,469 8.2 357 △57.4 725 △8.3 588 △9.7

2022年３月期第２四半期 5,054 45.3 840 560.4 791 ― 652 ―
(注) 包括利益 2023年３月期第２四半期 707百万円( 11.9％) 2022年３月期第２四半期 631百万円( 710.6％)

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 41.36 ―

2022年３月期第２四半期 54.98 ―

（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 16,299 8,584 52.7

2022年３月期 14,606 8,091 55.4
(参考) 自己資本 2023年３月期第２四半期 8,584百万円 2022年３月期 8,091百万円

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 ― 15.00 15.00

2023年３月期 ― 0.00

2023年３月期(予想) ― 10.00 10.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

2022年3月期末配当金の内訳 普通配当15円00銭
2023年3月期(予想)期末配当金の内訳 普通配当10円00銭

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 10,000 △4.3 500 △65.9 900 △44.2 700 △54.8 49.16
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

詳細につきましては、本日（2022年11月14日）公表しました「2023年３月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」
をご参照ください。



※ 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 14,451,920株 2022年３月期 14,451,920株

② 期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 212,630株 2022年３月期 212,610株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Ｑ 14,239,307株 2022年３月期２Ｑ 11,869,427株
　

※自己株式数は、信託口が所有する当社株式 2022年３月期23,300株、2023年３月期２Ｑ 23,300株を含めて記載して
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

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持ち直

しの動きがみられたものの、ウクライナ情勢の影響に伴う資源価格の上昇や欧米諸国と日本の金融政策の違いを背

景とした円安の進行による物価の上昇がみられる等、依然として先行きは不透明な状況が続いております。

このような中、当社グループは、経営基本方針である「エンジニアリングアプローチによる製品事業の付加価値

向上」「受託事業からエンジニアリングサービス事業への転換」「早い変化と多様性に対応できる経営基盤の整

備」のもと、当社グループの強みであり基盤である「塗る・切る・磨く」の技術で、お客様の成功のための付加価

値を目指す様々な取り組みを進めてまいりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高は54億69百万円(前年同期比8.2％

増)、営業利益は３億57百万円(前年同期比57.4％減)、経常利益は７億25百万円(前年同期比8.3％減)、親会社株主

に帰属する四半期純利益は５億88百万円(前年同期比9.7％減)を計上いたしました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

・製品事業

製品事業の売上高は43億41百万円(前年同期比14.8%増)、セグメント利益は５億62百万円(前年同期比7.6％増)

となりました。光ファイバー関連市場、ハードディスク関連市場及び半導体関連市場の売上が増加し、相対的に

利益率の高い製品の売上構成が高まったこと等により増収増益となりました。

・受託事業

受託事業の売上高は11億28百万円(前年同期比11.4％減)、セグメント損失は２億５百万円(前年同期は３億16百

万円のセグメント利益)となりました。受注元の在庫調整や生産変更などによる受注減の影響を受け売上が減少

し、事業所維持費を中心とした固定費等が増加したことにより減収減益となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ16億92百万円増加の162億99百万円となりまし

た。主な内容は、現金及び預金の増加４億58百万円、仕掛品の増加２億30百万円、その他流動資産の増加４億13百

万円、有形固定資産の増加31億87百万円、前払金の減少27億55百万円等であります。

(負債)

第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ11億99百万円増加の77億14百万円となりました。

主な内容は、短期借入金の増加３億円、１年内返済予定の長期借入金の増加１億54百万円、未払金の増加４億円、

長期借入金の増加９億63百万円、未払法人税等の減少１億88百万円、前受金の減少１億90百万円等によるものであ

ります。

(純資産)

第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ４億93百万円増加の85億84百万円となりまし

た。主な内容は、親会社株主に帰属する四半期純利益５億88百万円、為替換算調整勘定の増加１億18百万円、配当

金の支払による利益剰余金の減少２億13百万円等であります。

この結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は、52.7%となりました。
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(キャッシュ・フローの状況)

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高（以下、「資金」という。）は、前連結

会計年度末から４億56百万円増加し、26億91百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間における営業活動により、資金は３億97百万円の減少（前年同期は７億72百万円の

増加）となりました。主な内容は、税金等調整前四半期純利益７億22百万円、減価償却費２億48百万円、売上債

権の増加による減少87百万円、棚卸資産の増加による減少１億50百万円、未収入金の増加による減少１億91百万

円、前受金の減少１億91百万円、その他営業活動による減少４億23百万円、法人税等の支払額２億75百万円等で

あります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間における投資活動により、資金は３億53百万円の減少（前年同期は65百万円の減

少）となりました。主な内容は、有形固定資産の取得による支出３億４百万円等であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間における財務活動により、資金は10億37百万円の増加（前年同期は４億51百万円の

減少）となりました。主な内容は、短期借入金の純増額３億円、長期借入れによる収入17億17百万円、長期借入

金の返済による支出６億14百万円、社債の償還による支出80百万円、配当金の支払額２億11百万円等でありま

す。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2022年5月13日に公表しました2023年３月期の連結業績予想を下記の通り、修正しております。

　ハイテク関連市場を中心に安定的に推移しておりましたが、半導体やハードディスクなどの電子デバイス市場の

一時的な調整が見込まれることや、受託事業において受注元の在庫調整や生産変更などによる受注減の影響を受け、

売上高は前回公表予想を下回る見込みであります。

　また、資源価格の高騰、売上構成の変化や生産能力拡大に向けた物流・人的先行投資コストが増加したことによ

り、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は前回公表予想を下回る見込みとなりました。

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

前回発表予想(Ａ)
百万円
10,500

百万円
1,000

百万円
1,100

百万円
900

円 銭
63.21

今回発表予想(Ｂ) 10,000 500 900 700 49.16

増減額(Ｂ－Ａ) △500 △500 △200 △200 －

増減率（％） △4.8 △50.0 △18.2 △22.2 －

（ご参考）前期実績
（2022年３月期）

10,449 1,467 1,613 1,550 124.89

この予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。実際の業績は、様々な要因により

予想数値とは異なる結果となる可能性があります。

なお、本日（2022年11月14日）付「2023年３月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」にて別途同様の公表を

しております。
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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 2,394,382 2,852,557

受取手形 309,907 308,367

売掛金 1,789,097 1,886,630

電子記録債権 216,222 262,963

商品及び製品 789,147 738,674

仕掛品 1,365,509 1,596,274

原材料及び貯蔵品 582,096 660,094

前払金 2,755,980 ―

その他 412,225 825,892

貸倒引当金 △2,943 △3,150

流動資産合計 10,611,626 9,128,304

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,899,229 7,115,266

機械装置及び運搬具 3,232,820 3,287,402

工具、器具及び備品 378,283 433,192

土地 859,156 2,019,286

リース資産 835,496 855,592

建設仮勘定 391,626 300,730

減価償却累計額 △7,246,189 △7,473,542

有形固定資産合計 3,350,423 6,537,928

無形固定資産

のれん 80,978 71,980

ソフトウエア 9,755 4,339

電話加入権 377 377

無形固定資産合計 91,111 76,698

投資その他の資産

投資有価証券 55,000 55,000

関係会社株式 ― 38,102

退職給付に係る資産 224,480 199,044

繰延税金資産 201,601 172,670

その他 72,363 91,580

投資その他の資産合計 553,445 556,397

固定資産合計 3,994,979 7,171,024

資産合計 14,606,606 16,299,328
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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 756,521 798,019

短期借入金 400,000 700,000

1年内償還予定の社債 100,000 40,000

1年内返済予定の長期借入金 1,005,392 1,159,559

リース債務 88,588 81,839

未払金 418,090 818,965

未払法人税等 308,831 120,429

前受金 237,350 46,948

賞与引当金 237,754 178,336

関係会社整理損失引当金 92,109 80,019

その他 357,938 279,333

流動負債合計 4,002,578 4,303,451

固定負債

社債 42,500 22,500

長期借入金 2,173,056 3,136,841

リース債務 280,828 219,173

繰延税金負債 919 16,499

その他 15,436 16,343

固定負債合計 2,512,740 3,411,357

負債合計 6,515,318 7,714,808

純資産の部

株主資本

資本金 3,379,569 3,379,569

資本剰余金 2,925,782 2,925,782

利益剰余金 1,705,371 2,080,418

自己株式 △104,219 △104,230

株主資本合計 7,906,504 8,281,540

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 184,783 302,980

その他の包括利益累計額合計 184,783 302,980

純資産合計 8,091,287 8,584,520

負債純資産合計 14,606,606 16,299,328
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

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)

売上高 5,054,378 5,469,563

売上原価 2,791,394 3,415,211

売上総利益 2,262,984 2,054,352

販売費及び一般管理費 1,422,962 1,696,675

営業利益 840,022 357,676

営業外収益

受取利息 2,326 3,483

受取配当金 360 360

受取賃貸料 ― 82,614

為替差益 ― 350,903

雑収入 3,803 13,728

営業外収益合計 6,489 451,089

営業外費用

支払利息 25,578 31,949

支払手数料 11,027 24,188

賃貸費用 ― 25,791

為替差損 17,683 ―

支払保証料 669 316

その他 289 833

営業外費用合計 55,248 83,078

経常利益 791,263 725,687

特別利益

固定資産売却益 ― 1,022

特別利益合計 ― 1,022

特別損失

固定資産売却損 136 ―

固定資産除却損 4,849 4,602

特別損失合計 4,985 4,602

税金等調整前四半期純利益 786,277 722,107

法人税、住民税及び事業税 116,945 89,063

法人税等調整額 16,785 44,056

法人税等合計 133,730 133,120

四半期純利益 652,546 588,986

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益 652,546 588,986

非支配株主に帰属する四半期純利益 ― ―

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △20,578 118,196

その他の包括利益合計 △20,578 118,196

四半期包括利益 631,967 707,182

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 631,967 707,182

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 786,277 722,107

減価償却費 158,826 248,131

のれん償却額 ― 8,997

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,680 △61

賞与引当金の増減額（△は減少） 75,687 △60,536

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △15,672 25,435

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） ― △15,691

受取利息及び受取配当金 △2,686 △3,843

受取賃貸料 ― △82,614

支払利息 25,578 31,949

支払手数料 11,027 24,188

固定資産売却損益（△は益） 136 △1,022

固定資産除却損 4,849 4,602

売上債権の増減額（△は増加） △183,472 △87,899

棚卸資産の増減額（△は増加） △189,368 △150,953

未収入金の増減額（△は増加） 105,809 △191,502

仕入債務の増減額（△は減少） 168,973 △76,196

未払金の増減額（△は減少） △29,880 51,037

前受金の増減額（△は減少） △5,428 △191,490

その他 △57,300 △423,983

小計 851,676 △169,344

利息及び配当金の受取額 2,730 3,843

賃貸料の受取額 ― 97,034

利息の支払額 △26,403 △29,881

支払手数料の支払額 △11,027 △24,188

法人税等の支払額 △44,148 △275,029

営業活動によるキャッシュ・フロー 772,827 △397,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △113,227 △304,363

有形固定資産の売却による収入 215,359 1,028

無形固定資産の取得による支出 △22,573 △820

関係会社株式の取得による支出 ― △38,102

吸収分割による支出 △100,000 ―

その他 △45,108 △11,739

投資活動によるキャッシュ・フロー △65,549 △353,995

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） ― 300,000

長期借入れによる収入 250,000 1,717,582

長期借入金の返済による支出 △574,796 △614,399

社債の償還による支出 △80,000 △80,000

自己株式の取得による支出 △23 △11

リース債務の返済による支出 △46,161 △74,167

配当金の支払額 △43 △211,447

財務活動によるキャッシュ・フロー △451,025 1,037,557

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,642 170,761

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 259,895 456,757

現金及び現金同等物の期首残高 2,862,715 2,234,708

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,122,611 2,691,465
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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。

（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)

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並びに収益の分解情報

(単位：千円)

報告セグメント 四半期連結
損益及び包括利
益計算書計上額製品事業 受託事業 合計

売上高

　日本 1,857,325 996,677 2,854,002 2,854,002

　アジア 1,367,171 11,224 1,378,395 1,378,395

　北米 485,213 265,385 750,599 750,599

　欧州 67,495 ― 67,495 67,495

　その他の地域 3,885 ― 3,885 3,885

　顧客との契約から生じる収益 3,781,091 1,273,286 5,054,378 5,054,378

　外部顧客への売上高 3,781,091 1,273,286 5,054,378 5,054,378

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ―

計 3,781,091 1,273,286 5,054,378 5,054,378

セグメント利益 523,066 316,956 840,022 840,022

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と一致してお

ります。

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)

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並びに収益の分解情報

(単位：千円)

報告セグメント 四半期連結
損益及び包括利
益計算書計上額製品事業 受託事業 合計

売上高

　日本 1,727,296 1,107,339 2,834,636 2,834,636

　アジア 1,944,494 5,499 1,949,993 1,949,993

　北米 558,929 11,725 570,654 570,654

　欧州 103,783 3,541 107,325 107,325

　その他の地域 6,953 ― 6,953 6,953

　顧客との契約から生じる収益 4,341,457 1,128,106 5,469,563 5,469,563

　外部顧客への売上高 4,341,457 1,128,106 5,469,563 5,469,563

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ―

計 4,341,457 1,128,106 5,469,563 5,469,563

セグメント利益又は損失(△) 562,861 △205,185 357,676 357,676

(注) セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益

と一致しております。

　


