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（百万円未満切捨て）

（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 88,696 12.4 12,385 29.5 12,447 28.8 8,490 30.8

2022年３月期第３四半期 78,936 10.4 9,562 26.7 9,667 27.2 6,492 29.4

（注）包括利益 2023年３月期第３四半期 8,610百万円（28.7％） 2022年３月期第３四半期 6,689百万円（28.3％）

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 106.15 －

2022年３月期第３四半期 79.66 －

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 77,458 44,060 56.9

2022年３月期 81,590 45,287 55.5

（参考）自己資本 2023年３月期第３四半期 44,060百万円 2022年３月期 45,287百万円

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 － 78.50 － 139.00 217.50

2023年３月期 － 39.00 －

2023年３月期(予想) 45.00 84.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

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）

（注）当社は、2022年７月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。

前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり四半期純利益」を算定しております。

（２）連結財政状態

２．配当の状況

当社は、2022年７月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。2022年３月期について

は当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。



（％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 119,500 11.5 15,800 23.3 15,900 22.8 10,900 18.0 136.04

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

（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： 有

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 有

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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年３月期３Ｑ 84,300,000株 2022年３月期 84,300,000株

②  期末自己株式数 2023年３月期３Ｑ 5,377,993株 2022年３月期 4,174,062株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期３Ｑ 79,990,680株 2022年３月期３Ｑ 81,498,224株

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）

当社は、2022年７月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。2023年３月期の連結業

績予想における１株当たり当期純利益については、当該株式分割の影響を考慮しております。

※  注記事項

新規  －社  （社名）　除外 －社  （社名）

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（注）詳細は、添付資料Ｐ.５「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事

項（会計方針の変更）」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

（注）当社は、2022年７月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。

前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「期末発行済株式数」、「期末自己株式数」及び

「期中平均株式数」を算定しております。

※  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

　（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。実際の業績等に影響を与える可能性のある重要な要因には、既

に公表している有価証券報告書等で記載した「事業等のリスク」に係る事項があります。なお、業績に影響を与える

要因はこれらに限定されるものではありません。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

　　経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間（９ヶ月間：2022年４月１日～2022年12月31日）においては、コロナ禍からの社会経

済活動の正常化が進みつつある中、景気はゆるやかな持ち直しが続いているものの、緊迫した国際情勢、資源価格

の上昇などにより、景気の先行きは依然として不透明な状況で推移しました。

当社の主要顧客である大手製造業各社は、次代を見据えた技術開発投資を進められたことから、当社の受注環境

も堅調に推移しました。

このような状況の中、中長期の成長を見据えた積極採用を継続した結果、2022年４月入社の新入社員885名

（MT：474名、MF：411名）を含めて、12月末のエンジニア社員数（MTとMFの合計）は12,014名（前年12月末比+754

名、+6.7％）となりました。また、稼働率は前年下半期からの回復で当期は前年より高い水準でスタートしたこと

に加え、新入社員の配属ペースが前期比で改善したこと、受注に応えて順調に配属を進められたこと等により増加

し、稼働人員数は増加しました。

その結果、連結売上高は、前年同期比97億60百万円(12.4％)増収の886億96百万円となりました。連結売上原価

は、エンジニア社員の増員に伴う労務費増加等により、前年同期比61億１百万円(10.5％)増加の641億80百万円、

連結販売費及び一般管理費は、採用関連費用の増加等により、前年同期比８億35百万円(7.4％)増加の121億30百万

円となりました。連結営業利益は、前年同期比28億22百万円(29.5％)増益の123億85百万円となりました。

連結経常利益は、前年同期比27億80百万円(28.8％)増益の124億47百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益

は、前年同期比19億98百万円(30.8％)増益の84億90百万円となりました。

詳細につきましては、TDnetおよび弊社ウェブサイトで本日公表している「2023年３月期第３四半期決算説明資

料」を参照下さい。
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（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 49,706 44,080

受取手形及び売掛金 16,098 16,453

仕掛品 178 272

その他 954 2,197

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 66,937 63,003

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,271 3,161

その他（純額） 1,731 1,681

有形固定資産合計 5,002 4,843

無形固定資産

その他 345 378

無形固定資産合計 345 378

投資その他の資産

繰延税金資産 8,458 8,406

その他 848 830

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 9,304 9,233

固定資産合計 14,652 14,455

資産合計 81,590 77,458

負債の部

流動負債

未払法人税等 3,310 1,629

役員賞与引当金 238 182

賞与引当金 8,861 4,895

その他 7,259 9,687

流動負債合計 19,669 16,395

固定負債

退職給付に係る負債 16,633 17,003

固定負債合計 16,633 17,003

負債合計 36,302 33,398

純資産の部

株主資本

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 3,627 3,627

利益剰余金 44,865 46,518

自己株式 △7,035 △10,036

株主資本合計 46,457 45,109

その他の包括利益累計額

土地再評価差額金 △662 △662

退職給付に係る調整累計額 △506 △386

その他の包括利益累計額合計 △1,169 △1,049

純資産合計 45,287 44,060

負債純資産合計 81,590 77,458

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：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 78,936 88,696

売上原価 58,079 64,180

売上総利益 20,856 24,515

販売費及び一般管理費 11,294 12,130

営業利益 9,562 12,385

営業外収益

受取利息 0 0

助成金収入 103 57

その他 9 10

営業外収益合計 114 68

営業外費用

コミットメントフィー 1 2

支払手数料 6 3

その他 0 0

営業外費用合計 9 6

経常利益 9,667 12,447

特別損失

固定資産除却損 0 0

減損損失 4 －

特別損失合計 4 0

税金等調整前四半期純利益 9,662 12,447

法人税等 3,170 3,956

四半期純利益 6,492 8,490

親会社株主に帰属する四半期純利益 6,492 8,490

（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）

(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)

四半期純利益 6,492 8,490

その他の包括利益

退職給付に係る調整額 197 119

その他の包括利益合計 197 119

四半期包括利益 6,689 8,610

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 6,689 8,610

（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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用の計算

　税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（会計方針の変更）

時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算

定会計基準適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-

２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって

適用しております。

　当該会計方針の変更により四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

（追加情報）

　前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症拡大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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