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1. 2023年3月期第3四半期の連結業績（2022年4月1日～2022年12月31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3四半期 15,814 15.3 695 84.4 738 82.6 313 14.6

2022年3月期第3四半期 13,719 ― 377 ― 404 ― 273 ―

（注）包括利益 2023年3月期第3四半期　　300百万円 （15.7％） 2022年3月期第3四半期　　259百万円 （―％）

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3四半期 136.95 ―

2022年3月期第3四半期 119.51 ―

(注)2022年3月期第3四半期の対前年同四半期増減率は、会計方針の変更に伴い遡及修正が行われたため、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3四半期 20,754 12,015 57.9

2022年3月期 18,432 11,865 64.4

（参考）自己資本 2023年3月期第3四半期 12,015百万円 2022年3月期 11,865百万円

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 ― 28.00 ― 28.00 56.00

2023年3月期 ― 38.00 ―

2023年3月期（予想） 28.00 66.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

2023年3月期第2四半期末配当金の内訳　普通配当 28円00銭　記念配当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 20,700 11.0 750 36.6 800 35.9 330 △16.6 144.25

（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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(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3Q 2,300,000 株 2022年3月期 2,300,000 株

② 期末自己株式数 2023年3月期3Q 12,243 株 2022年3月期 12,243 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期3Q 2,287,757 株 2022年3月期3Q 2,287,847 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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前年同期 当期 増減金額 前年同期比

 電気機器・産業用システム 7,215 7,679 463 6.4%　増

 電子デバイス・情報通信機器 3,956 5,292 1,336 33.8%　増

 設備機器 2,464 2,755 290 11.8%　増

 太陽光発電 82 86 3 4.7%　増

 合計 13,719 15,814 2,094 15.3%　増

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3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済活動の正常化が進む中で持ち直しの動きがみられまし

た。一方で世界的な金融引き締めが続き、物価上昇や急激な為替の変動など景気の先行きは不透明な状況が続いて

おります。

　当社グループの事業領域につきましては、データセンター関連や電気自動車関連からの需要が好調に推移しまし

た。部品材料不足による商品供給納期は改善傾向にあるものの依然長期化は続いており、また一部の顧客で在庫調

整の動きが見られるなど厳しい事業環境が続きました。

　このような状況の中、当社グループは、顧客起点の徹底による営業力の強化と生産性向上を目的とする営業働き

方改革を実践するとともに、労働力不足や脱炭素などの社会的な課題に対し、ロボット・センサ・5G・IoT・AIな

どの技術を活用しお客様にとって新しい価値を提供することに取り組み、事業規模の拡大と収益力の向上に努めて

まいりました。

　この結果、当第3四半期連結累計期間の経営成績は、売上高158億14百万円（前年同期比15.3%増）、営業利益6億

95百万円（同比84.4%増）、経常利益7億38百万円（同比82.6%増）、投資有価証券評価損2億円を計上したことによ

り親会社株主に帰属する四半期純利益は3億13百万円（同比14.6%増）となりました。

（単位：百万円）

（電気機器・産業用システム）

　電気機器につきましては、部品材料不足に起因する納期の長期化による影響が続く中、データセンター関連や電

気自動車関連向けに配電制御機器やFA機器が伸長しました。産業用システムにつきましては、重電案件の変動によ

り減少しました。

　この結果、部門全体では売上高76億79百万円（前年同期比6.4%増）となりました。

（電子デバイス・情報通信機器）

　電子デバイスにつきましては、需給逼迫は一部の部材で緩和の兆しが見られるものの依然として予断を許さない

状況が続いておりますが、産業機器向けは市場流通在庫品も含めた物量確保により伸長しました。情報通信機器に

つきましては、パソコン及び周辺機器が伸長しました。

　この結果、部門全体では売上高52億92百万円（前年同期比33.8%増）となりました。

（設備機器）

　設備機器につきましては、冷熱機器及び住設機器は回復傾向で推移しましたが、空調設備工事の大口案件は減少

しました。

　この結果、部門全体では売上高27億55百万円（前年同期比11.8%増）となりました。

（太陽光発電）

　太陽光発電につきましては、概ね想定どおりに発電し、売上高86百万円（前年同期比4.7%増）となりました。
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（2）財政状態に関する説明

（資産）

　当第3四半期連結会計期間末における資産合計は207億54百万円（前連結会計年度末比23億21百万円増）となり

ました。

　流動資産は180億16百万円（同比24億49百万円増）となりました。これは主に受取手形、売掛金及び契約資産の

増加12億90百万円、商品の増加11億86百万円、電子記録債権の増加6億48百万円、現金及び預金の減少7億38百万円

などによるものです。

　固定資産は27億38百万円（同比1億28百万円減）となりました。これは主に建物及び構築物の減少48百万円、機

械及び装置の減少31百万円、投資有価証券の減少27百万円などによるものです。

（負債）

　負債合計は87億39百万円（同比21億72百万円増）となりました。

　流動負債は81億42百万円（同比21億62百万円増）となりました。これは主に支払手形及び買掛金の増加20億43百

万円、賞与引当金の減少71百万円などによるものです。

　固定負債は5億97百万円（同比9百万円増）となりました。これは、主に役員退職慰労引当金の増加7百万円など

によるものです。

（純資産）

　純資産合計は120億15百万円（同比1億49百万円増）となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利

益の計上3億13百万円、配当金の支払額1億50百万円による利益剰余金の増加1億62百万円などによるものです。

（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月期の連結業績予想につきましては、本日（2023年2月7日）公表いたしました「特別損失（投資有価証

券評価損）及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年3月31日)

当第3四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,649,463 6,910,508

受取手形、売掛金及び契約資産 4,305,480 5,596,283

電子記録債権 2,060,427 2,708,971

商品 1,334,265 2,520,928

未収入金 189,622 190,593

その他 29,941 92,881

貸倒引当金 △3,179 △4,153

流動資産合計 15,566,021 18,016,013

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,297,308 1,248,661

機械及び装置（純額） 384,388 352,513

土地 113,613 113,613

その他（純額） 24,537 26,163

有形固定資産合計 1,819,848 1,740,951

無形固定資産 153,443 121,640

投資その他の資産

投資有価証券 815,356 787,681

退職給付に係る資産 16,506 29,112

その他 75,413 73,031

貸倒引当金 △13,930 △13,930

投資その他の資産合計 893,346 875,895

固定資産合計 2,866,637 2,738,487

資産合計 18,432,658 20,754,500

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
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年3月31日)

当第3四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,169,933 7,213,740

短期借入金 300,000 300,000

未払法人税等 112,522 115,067

賞与引当金 151,434 79,650

役員賞与引当金 23,400 14,400

その他 222,427 419,158

流動負債合計 5,979,717 8,142,016

固定負債

繰延税金負債 347,363 348,047

役員退職慰労引当金 91,100 98,825

資産除去債務 69,422 70,046

その他 79,418 80,201

固定負債合計 587,304 597,120

負債合計 6,567,022 8,739,136

純資産の部

株主資本

資本金 1,005,000 1,005,000

資本剰余金 838,560 838,560

利益剰余金 9,748,173 9,910,494

自己株式 △16,173 △16,173

株主資本合計 11,575,559 11,737,881

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 286,205 267,463

為替換算調整勘定 4,691 10,409

退職給付に係る調整累計額 △819 △389

その他の包括利益累計額合計 290,077 277,482

純資産合計 11,865,636 12,015,363

負債純資産合計 18,432,658 20,754,500
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（単位：千円）

前第3四半期連結累計期間
(自　2021年 4月 1日
　至　2021年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自　2022年 4月 1日

　至　2022年12月31日)

売上高 13,719,499 15,814,438

売上原価 11,684,470 13,313,869

売上総利益 2,035,029 2,500,569

販売費及び一般管理費 1,657,921 1,805,109

営業利益 377,107 695,459

営業外収益

受取利息 127 160

受取配当金 20,089 23,370

為替差益 5,317 13,757

その他 3,875 6,665

営業外収益合計 29,410 43,954

営業外費用

支払利息 1,540 841

その他 662 260

営業外費用合計 2,203 1,102

経常利益 404,314 738,311

特別利益

投資有価証券売却益 - 428

特別利益合計 - 428

特別損失

投資有価証券評価損 - 200,000

特別損失合計 - 200,000

税金等調整前四半期純利益 404,314 538,739

法人税、住民税及び事業税 115,701 216,307

法人税等調整額 15,198 9,118

法人税等合計 130,899 225,425

四半期純利益 273,414 313,313

親会社株主に帰属する四半期純利益 273,414 313,313

（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3四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第3四半期連結累計期間
(自　2021年 4月 1日
　至　2021年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自　2022年 4月 1日

　至　2022年12月31日)

四半期純利益 273,414 313,313

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △16,048 △18,742

為替換算調整勘定 1,969 5,717

退職給付に係る調整額 486 430

その他の包括利益合計 △13,592 △12,594

四半期包括利益 259,821 300,719

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 259,821 300,719

非支配株主に係る四半期包括利益 - -

（四半期連結包括利益計算書）

（第3四半期連結累計期間）
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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。

（単位：千円）

報告セグメント

調整額(注)
四半期連結
損益計算書

計上額
電気機器・
産業用シス

テム

電子デバイ
ス・情報通

信機器
設備機器 太陽光発電 計

売上高

顧客との契約から生じる収

益
7,215,815 3,956,512 2,464,606 82,565 13,719,499 - 13,719,499

その他の収益 - - - - - - -

外部顧客への売上高 7,215,815 3,956,512 2,464,606 82,565 13,719,499 - 13,719,499

セグメント間の内部売上高
又は振替高

- - - - - - -

計 7,215,815 3,956,512 2,464,606 82,565 13,719,499 - 13,719,499

セグメント利益（営業利益） 287,360 116,878 9,122 40,240 453,602 △76,495 377,107

（単位：千円）

報告セグメント

調整額(注)
四半期連結
損益計算書

計上額
電気機器・
産業用シス

テム

電子デバイ
ス・情報通

信機器
設備機器 太陽光発電 計

売上高

顧客との契約から生じる収

益
7,679,772 5,292,846 2,755,395 86,423 15,814,438 - 15,814,438

その他の収益 - - - - - - -

外部顧客への売上高 7,679,772 5,292,846 2,755,395 86,423 15,814,438 - 15,814,438

セグメント間の内部売上高
又は振替高

- - - - - - -

計 7,679,772 5,292,846 2,755,395 86,423 15,814,438 - 15,814,438

セグメント利益（営業利益） 369,305 312,258 52,499 44,441 778,504 △83,045 695,459

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第3四半期連結累計期間（自2021年4月1日 至2021年12月31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並びに収益の分解情報

（注）セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

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。

Ⅱ　当第3四半期連結累計期間（自2022年4月1日 至2022年12月31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並びに収益の分解情報

（注）セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

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。
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