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（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１四半期 1,770 △4.6 54 － 82 492.3 54 －

2022年３月期第１四半期 1,856 9.3 △15 － 13 △86.9 △12 －

（注）包括利益 2023年３月期第１四半期 90百万円（△20.5％） 2022年３月期第１四半期 113百万円（△14.5％）

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１四半期 7.44 7.33

2022年３月期第１四半期 △1.72 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年３月期第１四半期 16,107 13,778 85.0

2022年３月期 16,152 13,850 85.2

（参考）自己資本 2023年３月期第１四半期 13,683百万円 2022年３月期 13,767百万円

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 － 14.00 － 24.00 38.00

2023年３月期 －

2023年３月期（予想） 18.00 － 20.00 38.00

（％表示は、通期は対前期、四半期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
第２四半期（累計） 4,200 4.5 150 △40.9 180 △38.6 120 △34.2 16.37

通期 9,200 13.3 800 41.9 860 32.3 600 47.7 81.86

１．2023年３月期第１四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年６月30日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無
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①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年３月期１Ｑ 8,305,249株 2022年３月期 8,305,249株

②  期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 975,637株 2022年３月期 975,637株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 7,329,612株 2022年３月期１Ｑ 7,329,689株

※  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

新規  －社  （社名）－、除外  －社  （社名）－

（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

（注）詳細は、添付資料Ｐ.８「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（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

（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        ：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

（４）発行済株式数（普通株式）

※  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１四半期連結累計期間における我が国を含めた世界経済は、ロシア・ウクライナ情勢や中国におけるロックダ

ウンなどによるエネルギー価格の高騰や需要の減少、それらに続く世界主要各国の政策金利引き上げなどから先行き

不透明感の強い状況が続きました。

当社グループ（当社及び連結子会社）の主要取引先である鉄鋼、電子部品、化学、半導体、印刷・紙加工、食品な

ど各メーカーの設備投資は、業種により強弱はあるものの一定の回復基調が続きましたが、一方で半導体をはじめと

するサプライチェーンの混乱長期化による影響を受けました。

このような状況の下、当社グループはいかなる環境下においても成長できる企業グループの実現を目指し、当社グ

ループのコア技術である画像処理、センシング及び光学技術の強化を進めるとともに、部材調達の適正化による製品

出荷への影響回避に努めました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高1,770百万円（前年同期比4.6％減）、営業利

益54百万円（前年同期は営業損失15百万円）、経常利益82百万円（前年同期比492.3％増）、親会社株主に帰属する四

半期純利益54百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失12百万円）となりました。

また、受注残高は5,387百万円（前期末比23.1％増）となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

①プロセス事業

当事業においては、鉄鋼メーカーの設備投資意欲は引き続き回復の動きが見られるものの、期初時点の受注残高

が低水準であったことや、サプライチェーンの混乱に伴う製品納期の遅れが生じたことなどから、売上高は前年同

期比で減少しました。利益面においては、収益性の高い製品の割合が高かったことにより前年同期比で増加しまし

た。

その結果、当事業の売上高は410百万円（前年同期比14.0％減）、セグメント利益は22百万円（前年同期はセグメ

ント損失０百万円）となりました。また、受注残高は1,407百万円（前期末比18.4％増）となりました。

②ウェブ事業

当事業においては、二次電池製造装置業界向けなどを中心に主力製品である耳端位置制御装置の受注高は好調を

維持しているものの、サプライチェーンの混乱による制約により受注から出荷までの期間が長期化したことから、

売上高が前年同期比で減少しました。利益面においては、収益改善努力が奏功したことにより利益率は改善しまし

たが売上高の減少が影響し前年を下回りました。

その結果、当事業の売上高は544百万円（前年同期比16.5％減）、セグメント利益は44百万円(前年同期比0.2％

減)となりました。また、受注残高は1,732百万円（前期末比29.7％増）となりました。

③検査機事業

当事業においては、無地検査装置および選果設備向けなどの食品検査装置ともに、顧客の設備投資意欲が回復に

向かっており受注高は前年同期を上回ったものの、製品納入の長期化などの影響から売上高・利益は前年同期比で

減少しました。

その結果、当事業の売上高は242百万円（前年同期比38.8％減）、セグメント損失は52百万円（前年同期はセグメ

ント損失10百万円）となりました。また、受注残高は1,007百万円（前期末比47.2％増）となりました。

④オプティクス事業

半導体市場における強い設備投資意欲が続いたことにより、半導体検査装置向けの光学部品などの販売が海外向

けを含め堅調に推移いたしました。また、当四半期連結会計期間においては、一部製品の生産増により稼働が高ま

ったことなどから利益率が向上しました。

その結果、当事業の売上高は435百万円（前年同期比34.9％増）、セグメント利益は169百万円（前年同期比

146.5％増）となりました。また、受注残高は976百万円（前期末比3.5％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第１四半期連結累計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べて45百万円減少して16,107百万円となりました。

これは主に仕掛品の増加225百万円による資産の増加があったものの、一方で受取手形、売掛金及び契約資産の減少

160百万円、電子記録債権の減少144百万円による資産の減少があったことによります。

（負債）

当第１四半期連結累計期間末の負債は前連結会計年度末に比べて26百万円増加して2,328百万円となりました。

これは主に支払手形及び買掛金の減少169百万円による負債の減少があったものの、一方で契約負債の増加123百万

円、未払費用の増加105百万円による負債の増加があったことによります。
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（純資産）

当第１四半期連結累計期間末の純資産は前連結会計年度末に比べて72百万円減少して13,778百万円となりました。

これは主に為替換算調整勘定の増加44百万円による純資産の増加があったものの、一方で利益剰余金の減少121百万

円による純資産の減少があったことによります。

（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月期第２四半期および通期の連結業績予想につきましては、現状の受注残高の状況等を鑑み、前回公表

（2022年５月13日発表）の予想から変更しておりません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,834,318 4,819,617

受取手形、売掛金及び契約資産 2,656,592 2,496,304

電子記録債権 758,857 614,356

商品及び製品 1,052,404 1,071,117

仕掛品 752,947 978,387

原材料及び貯蔵品 702,013 781,851

その他 140,678 178,194

貸倒引当金 △3,689 △2,484

流動資産合計 10,894,124 10,937,344

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,626,267 1,605,115

機械装置及び運搬具（純額） 168,365 160,352

工具、器具及び備品（純額） 148,251 139,884

土地 1,361,740 1,363,435

建設仮勘定 － 38

有形固定資産合計 3,304,625 3,268,826

無形固定資産

のれん 80,995 76,231

リース資産 19,482 18,027

その他 158,076 156,081

無形固定資産合計 258,554 250,340

投資その他の資産

投資有価証券 1,402,373 1,408,196

長期貸付金 52,085 50,294

繰延税金資産 40,224 33,038

破産更生債権等 18,704 18,704

その他 242,555 202,235

貸倒引当金 △60,727 △61,850

投資その他の資産合計 1,695,217 1,650,619

固定資産合計 5,258,397 5,169,787

資産合計 16,152,521 16,107,132

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１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 610,745 441,673

１年内償還予定の社債 100,000 100,000

１年内返済予定の長期借入金 63,771 61,278

リース債務 5,938 5,957

未払費用 397,133 502,393

未払法人税等 152,564 64,554

未払消費税等 36,519 54,414

契約負債 225,867 349,707

役員賞与引当金 19,500 4,875

工事損失引当金 35,651 41,599

その他 120,823 189,466

流動負債合計 1,768,515 1,815,920

固定負債

長期借入金 220,216 205,206

リース債務 14,263 12,766

長期未払金 18,761 9,841

繰延税金負債 121,156 132,214

役員退職慰労引当金 102,903 98,675

退職給付に係る負債 55,749 53,743

固定負債合計 533,050 512,448

負債合計 2,301,565 2,328,368

純資産の部

株主資本

資本金 3,072,352 3,072,352

資本剰余金 4,120,511 4,120,511

利益剰余金 6,656,381 6,535,021

自己株式 △684,688 △684,688

株主資本合計 13,164,556 13,043,197

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 433,418 440,007

為替換算調整勘定 148,491 193,442

退職給付に係る調整累計額 21,041 6,759

その他の包括利益累計額合計 602,952 640,209

新株予約権 73,699 87,022

非支配株主持分 9,746 8,334

純資産合計 13,850,955 13,778,763

負債純資産合計 16,152,521 16,107,132
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

売上高 1,856,253 1,770,223

売上原価 1,285,246 1,118,745

売上総利益 571,006 651,478

販売費及び一般管理費 586,270 596,730

営業利益又は営業損失（△） △15,263 54,748

営業外収益

受取利息 2,048 2,602

受取配当金 21,145 22,316

その他 7,011 7,505

営業外収益合計 30,205 32,425

営業外費用

支払利息 575 1,048

保険解約損 － 2,490

その他 422 1,036

営業外費用合計 997 4,574

経常利益 13,944 82,598

税金等調整前四半期純利益 13,944 82,598

法人税等 27,234 29,788

四半期純利益又は四半期純損失（△） △13,289 52,810

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △664 △1,740

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△12,625 54,551

（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１四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △13,289 52,810

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 84,433 6,588

為替換算調整勘定 42,566 45,279

退職給付に係る調整額 37 △14,282

その他の包括利益合計 127,037 37,586

四半期包括利益 113,747 90,396

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 114,124 91,808

非支配株主に係る四半期包括利益 △377 △1,411

（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）
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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１四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。）を当第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

　　　することといたしました。この変更による当第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結累計期間の四半期連結

　　　財務諸表に与える影響はありません。
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（単位：千円）

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）３

プロセス
事業

ウェブ
事業

検査機
事業

オプティ
クス事業

計

売上高

外部顧客へ

の売上高
476,955 652,302 397,012 323,127 1,849,396 6,857 1,856,253 － 1,856,253

セグメント
間の内部売
上高又は振
替高

－ － － － － － － － －

計 476,955 652,302 397,012 323,127 1,849,396 6,857 1,856,253 － 1,856,253

セグメント利

益又は損失

（△）

△629 44,779 △10,988 68,899 102,061 △82 101,979 △117,242 △15,263

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自2021年４月１日 至2021年６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

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、機械部品製作事業、電子

機器組立事業などを含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△117,242千円は、各報告セグメントに配分していない当社

の管理部門に係る費用であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）
「その他」セグメントにおいて、2021年６月10日付で西武電機株式会社の全株式を取得しております。

なお、当該事象によるのれんの増加額は92,884千円であります。

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。
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（単位：千円）

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）３

プロセス
事業

ウェブ
事業

検査機
事業

オプティ
クス事業

計

売上高

外部顧客へ

の売上高
410,040 544,590 242,793 435,907 1,633,330 136,893 1,770,223 － 1,770,223

セグメント
間の内部売
上高又は振
替高

－ － － － － － － － －

計 410,040 544,590 242,793 435,907 1,633,330 136,893 1,770,223 － 1,770,223

セグメント利

益又は損失

（△）

22,933 44,707 △52,061 169,807 185,386 2,103 187,489 △132,741 54,748

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自2022年４月１日 至2022年６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

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、機械部品製作事業、電子

機器組立事業などを含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△132,741千円は、各報告セグメントに配分していない当社

の管理部門に係る費用であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）
該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。
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