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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 2,541 △8.3 159 △60.0 187 △54.2 81 △68.7

2022年3月期第3四半期 2,773 3.3 399 △10.1 409 △5.3 260 △2.8

（注）包括利益 2023年3月期第3四半期　　267百万円 （△19.7％） 2022年3月期第3四半期　　333百万円 （22.1％）

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3四半期 13.18 13.12

2022年3月期第3四半期 41.57 41.26

(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 4,754 3,628 72.1

2022年3月期 4,555 3,542 74.5

（参考）自己資本 2023年3月期第3四半期 3,428百万円 2022年3月期 3,395百万円

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 ― 8.00 8.00

2023年3月期 ― 0.00 ―

2023年3月期（予想） 8.00 8.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

（注）配当予想の修正については、本日（2023年２月10日）公表いたしました「配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

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 3,610 △9.3 230 △65.9 260 △62.4 130 △72.0 20.93

（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

(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 6,440,000 株 2022年3月期 6,429,600 株

② 期末自己株式数 2023年3月期3Q 328,178 株 2022年3月期 151,463 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期3Q 6,178,717 株 2022年3月期3Q 6,268,760 株

（注）期末自己株式数には、「株式給付信託（J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式（2023年３月期３Ｑ

　　　29,600株、2022年３月期29,900株）が含まれております。また、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式を、期中平均株式数の

　　　計算において控除する自己株式に含めております（2023年３月期３Ｑ 29,600株、2022年３月期３Ｑ 29,900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当たっての注意事項等については、添付資料Ｐ．３「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３四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く事業環境は、国内外において新型コロナウイルス感

染症による行動制限が緩和され、営業活動正常化に向けた動きがありながら、グローバルでの景気後退の傾向が強

まり、自動化関連の設備投資に慎重さが見られました。中国では、期初のロックダウンやその後の感染急拡大など

により、需要低迷の状況が続きました。また、続く半導体及び部材不足と原料高など市場環境は依然として不透明

な状況が続いております。

このような市場環境のもと、当社グループは国内外での販売活動に注力し、車載用や民生機器用の電子部品検査

用途を中心に受注を積み上げましたが、当該期間における売上高につきましては、前年同期比で8.3％減収となり

ました。これは前連結会計年度のスマートフォン向け大型設備投資に伴う電子部品検査用大型案件が当連結会計年

度では設備投資が一巡したことにより減少したこと、及び中国でのロックダウンに伴い営業活動が停滞したことに

よるものです。

その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、連結売上高は2,541,827千円（前年同期比8.3％減）、売上総利

益は1,491,848千円（同8.2％減）、営業利益は159,873千円（同60.0％減）、経常利益は187,866千円（同54.2％

減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は81,462千円（同68.7％減）となりました。

なお、当社グループは、画像処理検査装置事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略してお

ります。

（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流動資産は4,304,726千円となり、前連結会計年度末に比べ234,513千

円（5.8％）増加いたしました。これは主に、売上債権の回収に伴い受取手形及び売掛金が252,635千円減少し

た一方で、売上債権の回収及び短期借入金の増加等により現金及び預金が329,930千円増加、及び販売在庫の引

当により製品、原材料及び貯蔵品が106,137千円増加したことによるものであります。

当第３四半期連結会計期間末における固定資産は450,115千円となり、前連結会計年度末に比べ34,915千円

（7.2％）減少いたしました。これは主に、減価償却により有形固定資産が11,389千円減少、繰延税金資産が

15,397千円減少したことによるものであります。

（負債)

当第３四半期連結会計期間末における流動負債は823,681千円となり、前連結会計年度末に比べ137,954千円

（20.1％）増加いたしました。これは主に、国内における法人税等の納付により未払法人税等が36,159千円減

少、及び賞与引当金が38,640千円減少した一方で、販売在庫の引当により買掛金が72,126千円増加、及び短期

借入金が100,000千円増加したことによるものであります。

当第３四半期連結会計期間末における固定負債は302,855千円となり、前連結会計年度末に比べ24,036千円

（7.4％）減少いたしました。これは主に、株式給付引当金が5,577千円増加した一方で、長期借入金が17,496

千円減少、及びリース債務が12,290千円減少したことによるものであります。

（純資産)

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計額は3,628,305千円となり、前連結会計年度末に比べ85,680

千円（2.4％）増加いたしました。これは主に、配当金支払により利益剰余金が50,464千円減少、及び自己株式

の市場買付並びに譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分により自己株式が132,040千円増加した一方で、親

会社株主に帰属する四半期純利益81,462千円を計上、為替換算調整勘定が133,958千円増加、及び非支配株主持

分が52,380千円増加したことによるものであります。

この結果、自己資本比率は72.1％（前連結会計年度末は74.5％）となりました。
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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

① 2023年３月期の通期連結業績予想について

2023年３月期通期の連結業績予想については、2022年11月11日に公表いたしました業績予想から変更はありま

せん。

なお、業績予想については、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と予測に基

づき作成されたものであり、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。

② 配当予想の修正について

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と認識しており、将来の事業拡大に備えるための内部留保

を重視しつつ、健全な財務体質の維持とのバランスを図りながら、株主の皆様に対して安定的かつ継続的な配当

を実施することを基本方針としております。2023年３月期の配当予想につきましては、事業環境の不透明な状況

により、これまで未定としておりましたが、基本方針に基づき総合的に検討しました結果、2023年３月期末の１

株当たりの普通配当予想は前期実績を維持することとし、８円00銭とさせていただくものであります。

詳細については、本日付公表の「配当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 2,258,715 2,588,646

受取手形及び売掛金 1,145,593 892,957

製品 309,811 303,693

原材料及び貯蔵品 277,450 389,706

その他 78,696 130,344

貸倒引当金 △54 △620

流動資産合計 4,070,212 4,304,726

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 67,946 68,139

減価償却累計額 △27,732 △31,114

建物及び構築物（純額） 40,214 37,024

その他 441,794 483,046

減価償却累計額 △328,682 △378,133

その他（純額） 113,112 104,912

有形固定資産合計 153,326 141,937

無形固定資産

ソフトウエア 168,317 167,715

その他 36,309 27,797

無形固定資産合計 204,626 195,512

投資その他の資産

繰延税金資産 20,059 4,662

その他 107,018 108,004

投資その他の資産合計 127,077 112,666

固定資産合計 485,031 450,115

資産合計 4,555,244 4,754,842

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

買掛金 214,656 286,782

短期借入金 100,000 200,000

１年内返済予定の長期借入金 23,328 23,328

未払法人税等 62,623 26,464

賞与引当金 76,140 37,500

その他 208,978 249,606

流動負債合計 685,726 823,681

固定負債

長期借入金 251,400 233,904

株式給付引当金 18,287 23,864

資産除去債務 24,052 24,188

その他 33,152 20,898

固定負債合計 326,892 302,855

負債合計 1,012,619 1,126,537

純資産の部

株主資本

資本金 492,361 493,338

資本剰余金 491,253 490,660

利益剰余金 2,478,805 2,509,803

自己株式 △157,709 △289,750

株主資本合計 3,304,709 3,204,051

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 90,533 224,492

その他の包括利益累計額合計 90,533 224,492

非支配株主持分 147,381 199,761

純資産合計 3,542,624 3,628,305

負債純資産合計 4,555,244 4,754,842
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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 2,773,121 2,541,827

売上原価 1,147,840 1,049,978

売上総利益 1,625,280 1,491,848

販売費及び一般管理費 1,225,735 1,331,975

営業利益 399,544 159,873

営業外収益

受取利息 4,020 7,503

為替差益 3,700 11,745

助成金収入 9,076 12,676

その他 536 1,055

営業外収益合計 17,333 32,981

営業外費用

支払利息 4,785 2,929

支払手数料 2,109 2,048

その他 10 11

営業外費用合計 6,905 4,988

経常利益 409,972 187,866

特別利益

固定資産売却益 511 －

特別利益合計 511 －

特別損失

固定資産除却損 1,562 15

特別損失合計 1,562 15

税金等調整前四半期純利益 408,922 187,850

法人税、住民税及び事業税 85,792 56,220

法人税等調整額 36,107 15,402

法人税等合計 121,899 71,622

四半期純利益 287,022 116,227

非支配株主に帰属する四半期純利益 26,438 34,765

親会社株主に帰属する四半期純利益 260,583 81,462

（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 287,022 116,227

その他の包括利益

為替換算調整勘定 46,378 151,573

その他の包括利益合計 46,378 151,573

四半期包括利益 333,400 267,801

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 312,868 215,421

非支配株主に係る四半期包括利益 20,532 52,380

（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）

　当社は、2022年５月10日開催の取締役会決議に基づき、自己株式190,000株の取得を行いました。また、譲渡

制限付株式報酬として2022年８月８日を期日とする自己株式の処分（12,985株）を行いました。

　これらの結果、当第３四半期連結累計期間において自己株式が132,040千円増加し、当第３四半期連結会計期

間末において自己株式が289,750千円となっております。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積りについて）

　前連結会計年度の有価証券報告書の連結財務諸表「注記事項（追加情報）」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。
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