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(百万円未満切捨て)

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 26,429 26.4 2,364 113.1 2,188 107.5 1,881 67.7

2022年3月期第３四半期 20,900 30.4 1,109 ― 1,054 ― 1,121 ―

(注) 包括利益 2023年3月期第３四半期 2,147百万円 (62.5％) 2022年3月期第３四半期 1,321百万円 ( ― ％)

　

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 135.71 ―

2022年3月期第３四半期 80.34 ―
　

（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 23,996 6,045 24.9

2022年3月期 22,340 4,097 17.6

(参考) 自己資本 2023年3月期第３四半期 5,972 百万円 2022年3月期 3,935 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 ― 10.00 10.00

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 ： 有

　

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 33,000 12.3 2,700 73.2 2,400 62.6 1,900 43.1 136.97

(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 ： 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 13,976,000株 2022年3月期 13,976,000株

② 期末自己株式数 2023年3月期３Ｑ 91,381株 2022年3月期 127,461株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期３Ｑ 13,867,563株 2022年3月期３Ｑ 13,965,171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

(将来に関する記述等についてのご注意)

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あた

っての注意事項等については、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」をご覧下さい。

(決算補足説明資料の入手方法)

決算補足説明資料については、2023年2月下旬に当社ウェブサイトに掲載する予定です。
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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３四半期累計期間のわが国経済はウィズコロナの下で持ち直しの動きはあるものの、世界的な金融引き締め

による海外経済の下振れがわが国の景気を下押しするリスクとなっており、サプライチェーンの混乱や資源価格の

高騰等により依然として先行きは不透明な状況にあります。

このような経営環境のなか、当社主力のプリント配線板事業におきましては、顧客への納期対応や品質水準で顧客

の期待を超えて対応し信頼を積み重ねることで、国内外の販売が堅調に推移いたしました。また、従来から実施し

ている経営構造改革による全社的な意思決定の迅速化と、経営資源の再配分により筋肉質な経営体質に転換を図っ

ております。

この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は26,429百万円（前年同四半期比26.4％増）、営業利益

は2,364百万円（前年同四半期比113.1％増）、経常利益は2,188百万円（前年同四半期比107.5％増）、親会社株主

に帰属する四半期純利益は1,881百万円（前年同四半期比67.7％増）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。なお、セグメントの売上高にはセグメント間の内部売上

高又は振替高が含まれております。

（プリント配線板事業）

プリント配線板事業につきましては、国内外においてカーエレクトロニクス、ホームアプライアンス、電子応用

といった主力分野の販売が堅調に推移した結果、セグメント売上高は26,033百万円（前年同四半期比27.6%増）とな

りました。また、生産効率の向上と管理可能個別固定費の圧縮による原価低減に努めたことにより、セグメント利

益は2,365百万円（前年同四半期比116.1%増）となりました。

（検査機・ソリューション事業）

検査機・ソリューション事業につきましては、新型コロナウイルスの影響で海外への販売活動が制限され、依然

として厳しい状況が続いております。その結果、セグメント売上高は309百万円（前年同四半期比26.6%減）、また

管理可能個別固定費の圧縮に努めたもののセグメント損失は12百万円（前年同四半期はセグメント損失６百万円）

となりました。

（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の資産合計は、23,996百万円（前連結会計年度末比1,655百万円増）となりました。

その内訳は、流動資産が13,453百万円（前連結会計年度末比1,384百万円増）、固定資産が10,543百万円（前連結会

計年度末比270百万円増）であり、主な増減要因は次のとおりであります。

流動資産につきましては、現金及び預金160百万円、受取手形及び売掛金537百万円、電子記録債権271百万円、棚

卸資産402百万円の増加となったこと等によるものであります。固定資産につきましては、有形固定資産190百万円、

投資その他の資産97百万円の増加となったこと等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の負債合計は、17,950百万円（前連結会計年度末比292百万円減）となりました。そ

の内訳は、流動負債が13,140百万円（前連結会計年度末比319百万円減）、固定負債が4,809百万円（前連結会計年

度末比26百万円増）であり、主な増減要因は次のとおりであります。

流動負債につきましては、電子記録債務90百万円、1年内返済予定の長期借入金89百万円、未払法人税等109百万

円の増加となり、支払手形及び買掛金272百万円、短期借入金132百万円、賞与引当金117百万円の減少となったこと

等によるものであります。固定負債につきましては、長期借入金56百万円の増加となり、退職給付に係る負債15百

万円の減少となったこと等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の純資産合計は、6,045百万円（前連結会計年度末比1,947百万円増）となりまし

た。主な増減要因は利益剰余金が1,743百万円増加し、また為替レートが円安方向に推移し為替換算調整勘定が242

百万円増加したこと等によるものであります。

　



（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年３月期の連結業績予想につきましては、前回公表しました業績予想を上方修正しております。また、期末

配当予想につきましても修正しております。詳細につきましては、2023年2月10日付で公表しております「2023年３

月期連結業績予想(上方)及び期末配当予想(増配)の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

　



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 2,146 2,306

受取手形及び売掛金 5,568 6,105

電子記録債権 548 819

製品 2,103 2,372

仕掛品 661 753

原材料及び貯蔵品 717 759

その他 323 336

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 12,068 13,453

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,470 4,575

機械装置及び運搬具（純額） 2,485 2,771

その他（純額） 1,913 1,713

有形固定資産合計 8,869 9,060

無形固定資産 180 162

投資その他の資産

その他 1,238 1,336

貸倒引当金 △16 △16

投資その他の資産合計 1,222 1,320

固定資産合計 10,272 10,543

資産合計 22,340 23,996

　



(単位：百万円)

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 4,261 3,989

電子記録債務 1,083 1,173

短期借入金 3,399 3,267

1年内返済予定の長期借入金 2,682 2,771

1年内償還予定の社債 200 200

未払法人税等 176 285

賞与引当金 371 253

製品保証引当金 43 ―

その他 1,240 1,198

流動負債合計 13,460 13,140

固定負債

長期借入金 4,100 4,156

退職給付に係る負債 440 424

資産除去債務 150 149

その他 91 79

固定負債合計 4,782 4,809

負債合計 18,243 17,950

純資産の部

株主資本

資本金 90 90

資本剰余金 2,778 2,811

利益剰余金 1,593 3,337

自己株式 △59 △43

株主資本合計 4,402 6,195

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3 1

為替換算調整勘定 △465 △223

退職給付に係る調整累計額 △4 △1

その他の包括利益累計額合計 △466 △223

非支配株主持分 161 72

純資産合計 4,097 6,045

負債純資産合計 22,340 23,996

　



（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
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 20,900 26,429

売上原価 17,419 21,528

売上総利益 3,481 4,900

販売費及び一般管理費 2,371 2,536

営業利益 1,109 2,364

営業外収益

受取利息 3 6

受取配当金 0 0

為替差益 70 74

補助金収入 72 26

その他 37 20

営業外収益合計 183 128

営業外費用

支払利息 134 168

持分法による投資損失 79 105

その他 23 30

営業外費用合計 238 304

経常利益 1,054 2,188

特別利益

固定資産売却益 4 0

その他 0 1

特別利益合計 4 1

特別損失

固定資産除却損 3 9

固定資産売却損 4 0

製品保証引当金繰入額 43 3

減損損失 14 7

その他 0 ―

特別損失合計 66 20

税金等調整前四半期純利益 992 2,168

法人税、住民税及び事業税 136 259

法人税等調整額 △270 13

法人税等合計 △134 272

四半期純利益 1,126 1,896

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,121 1,881

非支配株主に帰属する四半期純利益 4 14

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1 △1

為替換算調整勘定 136 △7

退職給付に係る調整額 3 3

持分法適用会社に対する持分相当額 53 256

その他の包括利益合計 194 250

四半期包括利益 1,321 2,147

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,319 2,125

非支配株主に係る四半期包括利益 2 21

　



（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。

　


