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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 10,284 12.4 443 69.5 490 76.0 339 80.8

2022年3月期第2四半期 9,151 ― 261 ― 278 ― 187 ―

（注）包括利益 2023年3月期第2四半期　　318百万円 （62.2％） 2022年3月期第2四半期　　196百万円 （―％）

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2四半期 148.51 ―

2022年3月期第2四半期 82.14 ―

(注)2022年3月期第2四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2四半期 19,082 12,120 63.5

2022年3月期 18,432 11,865 64.4

（参考）自己資本 2023年3月期第2四半期 12,120百万円 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 ： 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 20,700 11.0 750 36.6 800 35.9 530 34.0 231.67

（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2Q 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2Q 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2Q 2,287,757 株 2022年3月期2Q 2,287,862 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 4,642 4,945 302 6.5%　増

電子デバイス・情報通信機器 2,606 3,408 801 30.8%　増

設備機器 1,841 1,864 23 1.3%　増

太陽光発電 61 65 4 6.8%　増

合計 9,151 10,284 1,132 12.4%　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2四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。一方で世界的な物価上昇や急激な円安進行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、半導体関連や電気自動車関連からの需要は好調に推移しております

が、部品材料不足による商品供給納期の長期化により、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2四半期連結累計期間の経営成績は、売上高102億84百万円（前年同期比12.4%増）、営業利益4億

43百万円（同比69.5%増）、経常利益4億90百万円（同比76.0%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は3億39百

万円（同比80.8%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先行発注の影響もあり、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、重電の大口案件が減少しました。

　この結果、部門全体では売上高49億45百万円（前年同期比6.5%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、半導体需要の逼迫で先行発注が続く中、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34億8百万円（前年同期比30.8%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18億64百万円（前年同期比1.3%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65百万円（前年同期比6.8%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2四半期連結会計期間末における資産合計は190億82百万円（前連結会計年度末比6億49百万円増）となり

ました。

　流動資産は161億30百万円（同比5億64百万円増）となりました。これは主に商品の増加7億46百万円、受取手

形、売掛金及び契約資産の増加6億51百万円、現金及び預金の減少8億60百万円などによるものです。

　固定資産は29億51百万円（同比85百万円増）となりました。これは主に投資有価証券の増加1億49百万円、建物

及び構築物の減少32百万円、機械及び装置の減少21百万円などによるものです。

（負債）

　負債合計は69億61百万円（同比3億94百万円増）となりました。

　流動負債は63億94百万円（同比4億14百万円増）となりました。これは主に支払手形及び買掛金の増加3億17百

万円、未払法人税等の増加66百万円などによるものです。

　固定負債は5億67百万円（同比19百万円減）となりました。これは主に繰延税金負債の減少27百万円などによる

ものです。

（純資産）

　純資産合計は121億20百万円（同比2億54百万円増）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3億39百万円、配当金の支払額64百万円による利益剰余金の増加2億75百万円などによるものです。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は37億89百万円（前連結会計

年度末比8億60百万円減）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により使用した資金は6億27百万円（前年同四半期は6億94百万円の獲得）となりました。これは主に

税金等調整前四半期純利益の計上4億90百万円と、仕入債務の増加額2億38百万円などの資金の増加、棚卸資産の増

加額7億26百万円と、売上債権の増加額5億42百万円などの資金の減少によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により使用した資金は2億3百万円（前年同四半期は13百万円の使用）となりました。これは主に投資有

価証券の取得による支出2億円などによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により使用した資金は66百万円（前年同四半期は1億16百万円の使用）となりました。これは主に配当

金の支払額64百万円などの資金の減少によるものです。

（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（2022年11月8日）公表いたしました「業績予想の修正及び剰

余金の配当（中間配当）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 7,649,463 6,789,049

受取手形、売掛金及び契約資産 4,305,480 4,956,488

電子記録債権 2,060,427 2,026,287

商品 1,334,265 2,080,529

未収入金 189,622 209,719

その他 29,941 72,156

貸倒引当金 △3,179 △3,500

流動資産合計 15,566,021 16,130,731

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,297,308 1,264,900

機械及び装置（純額） 384,388 363,138

土地 113,613 113,613

その他（純額） 24,537 27,609

有形固定資産合計 1,819,848 1,769,261

無形固定資産 153,443 132,226

投資その他の資産

投資有価証券 815,356 965,286

退職給付に係る資産 16,506 24,785

その他 75,413 74,197

貸倒引当金 △13,930 △13,930

投資その他の資産合計 893,346 1,050,339

固定資産合計 2,866,637 2,951,827

資産合計 18,432,658 19,082,558

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 5,169,933 5,487,047

短期借入金 300,000 300,000

未払法人税等 112,522 179,011

賞与引当金 151,434 158,628

役員賞与引当金 23,400 9,600

その他 222,427 259,937

流動負債合計 5,979,717 6,394,224

固定負債

繰延税金負債 347,363 319,898

役員退職慰労引当金 91,100 96,250

資産除去債務 69,422 69,838

その他 79,418 81,783

固定負債合計 587,304 567,769

負債合計 6,567,022 6,961,994

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 10,023,863

自己株式 △16,173 △16,173

株主資本合計 11,575,559 11,851,249

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 286,205 251,177

為替換算調整勘定 4,691 18,731

退職給付に係る調整累計額 △819 △594

その他の包括利益累計額合計 290,077 269,314

純資産合計 11,865,636 12,120,564

負債純資産合計 18,432,658 19,082,558
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（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 9,151,889 10,284,129

売上原価 7,792,682 8,652,830

売上総利益 1,359,206 1,631,299

販売費及び一般管理費 1,097,647 1,188,069

営業利益 261,559 443,230

営業外収益

受取利息 84 98

受取配当金 12,249 14,351

為替差益 3,563 29,668

その他 2,720 3,945

営業外収益合計 18,617 48,064

営業外費用

支払利息 1,074 810

その他 573 148

営業外費用合計 1,647 958

経常利益 278,529 490,335

税金等調整前四半期純利益 278,529 490,335

法人税、住民税及び事業税 94,834 162,678

法人税等調整額 △4,229 △12,090

法人税等合計 90,605 150,588

四半期純利益 187,923 339,747

親会社株主に帰属する四半期純利益 187,923 339,747

(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）
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（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 187,923 339,747

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 7,668 △35,028

為替換算調整勘定 875 14,040

退職給付に係る調整額 246 225

その他の包括利益合計 8,790 △20,763

四半期包括利益 196,714 318,984

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 196,714 318,984

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2四半期連結累計期間）
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（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 278,529 490,335

減価償却費 79,814 81,097

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △14,600 5,150

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △8,860 △7,955

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △42 -

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17,600 △13,800

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,217 7,194

受取利息及び受取配当金 △12,333 △14,449

支払利息 1,074 810

為替差損益（△は益） △3,866 △14,320

売上債権の増減額（△は増加） 825,449 △542,982

棚卸資産の増減額（△は増加） △278,735 △726,297

仕入債務の増減額（△は減少） 26,655 238,734

その他 △52,372 △35,199

小計 804,894 △531,682

利息及び配当金の受取額 13,299 14,442

利息の支払額 △851 △603

法人税等の支払額 △122,671 △109,197

営業活動によるキャッシュ・フロー 694,670 △627,041

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 △3,000,000 △3,000,000

定期預金の払戻による収入 3,000,000 3,000,000

有形固定資産の取得による支出 △434 △277

無形固定資産の取得による支出 △10,657 △2,809

投資有価証券の取得による支出 △840 △200,431

その他 △1,438 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,370 △203,517

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） △50,000 -

リース債務の返済による支出 △2,517 △2,902

配当金の支払額 △64,060 △64,057

財務活動によるキャッシュ・フロー △116,577 △66,959

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,317 37,103

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 571,039 △860,414

現金及び現金同等物の期首残高 3,968,539 4,649,463

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,539,579 3,789,049

(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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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。

（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
4,642,839 2,606,382 1,841,299 61,368 9,151,889 - 9,151,889

その他の収益 - - - - - - -

外部顧客への売上高 4,642,839 2,606,382 1,841,299 61,368 9,151,889 - 9,151,889

セグメント間の内部売上高
又は振替高

- - - - - - -

計 4,642,839 2,606,382 1,841,299 61,368 9,151,889 - 9,151,889

セグメント利益（営業利益） 174,846 75,475 31,213 32,877 314,414 △52,854 261,559

（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
4,945,570 3,408,170 1,864,867 65,522 10,284,129 - 10,284,129

その他の収益 - - - - - - -

外部顧客への売上高 4,945,570 3,408,170 1,864,867 65,522 10,284,129 - 10,284,129

セグメント間の内部売上高
又は振替高

- - - - - - -

計 4,945,570 3,408,170 1,864,867 65,522 10,284,129 - 10,284,129

セグメント利益（営業利益） 215,638 208,177 35,599 37,556 496,971 △53,741 443,230

（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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