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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 ％

2022年３月期第３四半期 5,304 129.7 1,166 － 1,337 － 1,086 －

2021年３月期第３四半期 2,309 △23.4 △537 － △462 － △425 －

（注）包括利益 2022年３月期第３四半期 1,167百万円（－％） 2021年３月期第３四半期 △278百万円（－％）

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

2022年３月期第３四半期 192.37 －

2021年３月期第３四半期 △75.37 －

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2022年３月期第３四半期 12,036 10,623 88.3 1,880.66

2021年３月期 10,339 9,513 92.0 1,684.04

（参考）自己資本 2022年３月期第３四半期 10,622百万円 2021年３月期 9,512百万円

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

2021年３月期 － 0.00 － 10.00 10.00

2022年３月期 － 0.00 －

2022年３月期（予想） 60.00 60.00

（％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 7,700 123.2 1,500 － 1,540 － 1,270 － 224.85

１．2022年３月期第３四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年12月31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

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022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



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年３月期３Ｑ 5,778,695株 2021年３月期 5,778,695株

②  期末自己株式数 2022年３月期３Ｑ 130,462株 2021年３月期 130,385株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期３Ｑ 5,648,285株 2021年３月期３Ｑ 5,648,310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

（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        ：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
（注）詳細は、添付資料Ｐ．７「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）

※  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。
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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世界経済は、ワクチン接種の進む先進国を中心に経済対策の効果が高まる一

方、途上国などではワクチン接種の遅れや財政の逼迫などから回復が進まず、二極化が鮮明となりました。日本で

はワクチン接種と並行し東京五輪が開催されましたが、社会・経済活動の正常化には至らず、貿易摩擦の長期化や

債務拡大への懸念が残るなか、先行き不透明感が継続しました。

　半導体業界におきましては、経済活動の再開を背景とした自動車や産業向け需要、５Ｇ化や巣ごもり消費を背景

としたパソコンやスマートフォン、ゲーム向け需要など、幅広い分野で需要が拡大しました。半導体の供給不足に

伴う生産のタイト感が続くなか、サプライチェーンのあり方が国家レベルでも意識され、半導体メーカーの投資意

欲は継続しました。

　このような状況のなか、顧客ニーズに応える製品の開発や改良に注力するとともに、パワーデバイス用テスタや

ＭＡＰハンドラなどの主力モデルを軸として、中国をはじめとする主要市場において顧客基盤拡大に向けた受注活

動を展開しました。生産面では、電子部品などの調達が困難となったことから、代替品の利用や2社購買体制への

移行を進めましたが、顧客の先行発注も増えるなか、受注から売上までのリードタイムが長期化しました。

　以上の結果、受注高は75億66百万円（前年同期比152.4％増）と想定以上の増加となり、売上高は53億4百万円

（同129.7％増）となりました。製品別売上高はハンドラ27億72百万円（同321.4％増）、テスタ15億25百万円（同

45.2％増）、パーツ等10億6百万円（同67.6％増）となりました。

　損益面は、売上拡大に伴う売上総利益の増加により、営業利益11億66百万円（前年同期は営業損失5億37百万

円）、経常利益13億37百万円（同経常損失4億62百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益10億86百万円（同

親会社株主に帰属する四半期純損失4億25百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は、売上の回復に伴い、受取手形及び売掛金、棚卸資産が増加した

ことなどから、前連結会計年度末に比べ16億96百万円増加し、120億36百万円となりました。

　負債は、買掛金や未払法人税等が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ5億85百万円増加し、14億12

百万円となりました。

　純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上に伴い、利益剰余金が増加したことなどから、前連結会計

年度末に比べ11億10百万円増加し、106億23百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2021年５月11日に公表しました通期の業績予想および配当予想に変更はありません。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,255 2,330

受取手形及び売掛金 1,235 2,222

製品 126 206

仕掛品 1,094 1,665

原材料 331 444

未収消費税等 72 197

未収還付法人税等 20 8

その他 42 88

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 6,177 7,162

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,523 2,524

減価償却累計額 △2,188 △2,206

建物及び構築物（純額） 335 318

機械装置及び運搬具 117 112

減価償却累計額 △110 △98

機械装置及び運搬具（純額） 7 13

工具、器具及び備品 778 706

減価償却累計額 △735 △666

工具、器具及び備品（純額） 43 40

土地 1,167 1,167

有形固定資産合計 1,553 1,540

無形固定資産

ソフトウエア 7 8

その他 1 1

無形固定資産合計 8 9

投資その他の資産

投資有価証券 2,322 3,039

退職給付に係る資産 59 93

保険積立金 207 178

その他 17 17

貸倒引当金 △6 △6

投資その他の資産合計 2,599 3,323

固定資産合計 4,162 4,873

資産合計 10,339 12,036

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）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 232 425

未払金 95 106

未払費用 101 136

未払法人税等 22 220

賞与引当金 88 85

製品保証引当金 31 36

その他 89 169

流動負債合計 660 1,178

固定負債

長期未払金 1 1

繰延税金負債 165 232

固定負債合計 166 233

負債合計 826 1,412

純資産の部

株主資本

資本金 2,521 2,521

資本剰余金 3,370 3,370

利益剰余金 3,512 4,542

自己株式 △202 △202

株主資本合計 9,202 10,232

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 494 529

為替換算調整勘定 △184 △139

その他の包括利益累計額合計 309 389

非支配株主持分 1 1

純資産合計 9,513 10,623

負債純資産合計 10,339 12,036
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

売上高 2,309 5,304

売上原価 1,939 3,008

売上総利益 370 2,296

販売費及び一般管理費

販売手数料 79 160

荷造運搬費 37 47

役員報酬 99 92

給料手当及び賞与 271 294

法定福利費 38 42

賞与引当金繰入額 8 23

減価償却費 10 12

研究開発費 176 161

貸倒引当金繰入額 △0 △0

その他 186 296

販売費及び一般管理費合計 907 1,129

営業利益又は営業損失（△） △537 1,166

営業外収益

受取利息 15 19

受取配当金 26 29

投資有価証券売却益 0 23

為替差益 － 94

助成金収入 50 3

その他 11 9

営業外収益合計 104 180

営業外費用

保険解約損 － 5

為替差損 26 －

支払手数料 2 2

その他 0 1

営業外費用合計 30 9

経常利益又は経常損失（△） △462 1,337

特別利益

投資有価証券売却益 56 －

特別利益合計 56 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
△405 1,337

法人税、住民税及び事業税 6 205

法人税等調整額 13 45

法人税等合計 20 251

四半期純利益又は四半期純損失（△） △425 1,086

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
△0 0

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（△）
△425 1,086

（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：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △425 1,086

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 158 35

為替換算調整勘定 △11 45

その他の包括利益合計 147 80

四半期包括利益 △278 1,167

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △278 1,167

非支配株主に係る四半期包括利益 △0 0

（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。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等

を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は

サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

　なお、収益認識適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の販売において、出荷時から当該製品の支

配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連結

会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会

計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどす

べての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は1億30百万円減少し、売上原価は58百万円減少し、営業利益、経

常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ72百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高への影

響はありません。
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当第３四半期連結会計期間
（自　2021年10月１日
 至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日
 至　2021年12月31日)

金額
（百万円）

対前年同期増減率
（％）

金額
（百万円）

対前年同期増減率
（％）

ハンドラ 1,394 99.0 4,092 307.1

テスタ 1,250 31.2 2,289 68.8

パーツ等 430 77.8 1,185 86.2

合計 3,076 62.2 7,566 152.4

当第３四半期連結会計期間末
（2021年12月31日)

金額
（百万円）

対前年同期増減率
（％）

ハンドラ 2,737 293.3

テスタ 1,923 103.6

パーツ等 499 223.0

合計 5,161 187.5

当第３四半期連結会計期間
（自　2021年10月１日
 至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日
 至　2021年12月31日)

金額
（百万円）

対前年同期増減率
（％）

金額
（百万円）

対前年同期増減率
（％）

ハンドラ 852 100.7 2,772 321.4

テスタ 503 89.8 1,525 45.2

パーツ等 412 82.6 1,006 67.6

合計 1,768 93.1 5,304 129.7

３．その他

　受注及び販売の状況

  (1) 受注実績

  （注）1．金額は販売価格によっております。

　　　　2．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注残高

　（注）1．金額は販売価格によっております。

　　　　2．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　(3) 販売実績

　（注）1．金額は販売価格によっております。

2．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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