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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 15,089 29.4 3,180 31.9 3,449 43.2 2,294 41.0

2022年３月期第３四半期 11,661 25.3 2,411 29.2 2,408 33.7 1,627 32.6
(注) 包括利益 2023年３月期第３四半期 3,003百万円( 50.8％) 2022年３月期第３四半期 1,991百万円( 66.2％)
　

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 593.42 －

2022年３月期第３四半期 420.90 －
　

(注) 当社は、2022年10月１日付で普通株式１株につき５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

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 22,772 16,392 72.0

2022年３月期 18,310 13,779 75.3
(参考) 自己資本 2023年３月期第３四半期 16,392百万円 2022年３月期 13,779百万円
　

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 － 500.00 500.00

2023年３月期 － 0.00 －

2023年３月期(予想) 130.00 130.00
(注)１ 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

２ 当社は、2022年10月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。2023年３月期の予想
については、当該株式分割を考慮した額を記載しております。
株式分割を考慮しない場合の2023年３月期(予想)の年間配当予想は650円となります。

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 20,000 26.4 4,290 35.6 4,600 42.3 3,230 46.8 835.31
(注)１ 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

２ 当社は、2022年10月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。上記の「１株当たり
当期純利益」は分割後の数値を記載しております。

　　



※ 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

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
　

　

（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 3,900,000株 2022年３月期 3,900,000株

② 期末自己株式数 2023年３月期３Ｑ 33,255株 2022年３月期 32,865株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期３Ｑ 3,866,824株 2022年３月期３Ｑ 3,867,135株

(注) 当社は、2022年10月１日付で普通株式１株につき５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、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へのご注意)
　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。
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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わが国経済は、新型コロナウイルス感染症にかかる行動制限が解除され、

徐々に社会経済活動の正常化が進み、景気は緩やかに持ち直しの動きがみられました。しかしながら、ウクライナ

情勢の長期化、原材料やエネルギー価格の高騰、急激な円安進行や諸物価の上昇による消費停滞の懸念など、景気

の下振れリスクから先行き不透明な状況が続いております。

当社グループが属する半導体業界におきましては、パソコンやスマートフォン向け需要の落ち込みがありました

が、その反面、5GやAI、IoT化の進展、自動車や産業機器関連の需要の高まりから、一部では半導体の供給不足が続

く状況となりました。また、足元では在庫調整の動きがみられますが、各メーカーの先行的な投資活動は継続方向

にあり、世界各地域で半導体に対する政府補助を伴う計画が進められるなど、今後とも半導体市場は底堅い潜在需

要を背景とした着実な拡大が見込まれています。

このような環境の中、当社では、これまでの豊富な受注残高と工場の高稼働に伴う量産効果により、売上高、利

益ともに過去最高の業績を継続して達成することができました。また、受注残高につきましては、第２四半期のピ

ーク時より落ち着きをみせておりますが、高水準を持続する状況となっております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は15,089百万円（前年同期比29.4％増）、営業利益は3,180百万円

（同31.9％増）、経常利益は3,449百万円（同43.2％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は2,294百万円（同

41.0％増）となりました。

　当社グループの事業は、半導体事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に記載された区分ごとの状況

の分析は省略しております。

（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資産合計は、前連結会計年度末に比べ4,461百万円増加し22,772百万円とな

りました。主な要因は売掛金が761百万円、棚卸資産が1,936百万円、有形固定資産が1,897百万円それぞれ増加した

こと等であります。

　負債合計は前連結会計年度末に比べ1,848百万円増加し6,379百万円となりました。主な要因は借入金が1,564百万

円、未払法人税等が77百万円それぞれ増加したこと等であります。

　純資産合計は前連結会計年度末に比べ2,613百万円増加し16,392百万円となりました。主な要因は利益剰余金が

1,907百万円、為替換算調整勘定が699百万円それぞれ増加したこと等であります。
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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：千円)

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 2,999,204 2,313,472

受取手形 42,894 24,777

電子記録債権 468,577 921,748

売掛金 3,613,048 4,374,575

製品 415,806 624,849

仕掛品 1,626,474 2,426,900

原材料及び貯蔵品 1,348,651 2,275,571

その他 270,900 310,777

貸倒引当金 △1,973 △1,860

流動資産合計 10,783,586 13,270,812

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,845,866 3,650,432

機械装置及び運搬具（純額） 2,362,389 3,040,572

土地 1,148,337 1,211,743

リース資産（純額） 152,365 183,467

建設仮勘定 289,235 627,684

その他（純額） 233,942 215,347

有形固定資産合計 7,032,136 8,929,248

無形固定資産 265,931 296,332

投資その他の資産

その他 229,793 276,990

貸倒引当金 △868 △868

投資その他の資産合計 228,925 276,121

固定資産合計 7,526,993 9,501,702

資産合計 18,310,579 22,772,514
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(単位：千円)

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 185,972 77,909

電子記録債務 574,894 474,680

買掛金 707,243 749,762

短期借入金 924,868 1,583,566

未払法人税等 580,411 657,730

賞与引当金 239,960 145,141

その他 446,801 679,427

流動負債合計 3,660,150 4,368,217

固定負債

長期借入金 506,213 1,412,372

役員退職慰労引当金 35,969 42,773

退職給付に係る負債 149,375 171,400

その他 179,634 385,000

固定負債合計 871,192 2,011,546

負債合計 4,531,343 6,379,763

純資産の部

株主資本

資本金 829,350 829,350

資本剰余金 1,015,260 1,015,260

利益剰余金 11,119,871 13,027,792

自己株式 △38,026 △40,798

株主資本合計 12,926,456 14,831,605

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △10,791 △2,381

為替換算調整勘定 863,570 1,563,526

その他の包括利益累計額合計 852,779 1,561,144

純資産合計 13,779,235 16,392,750

負債純資産合計 18,310,579 22,772,514
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（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：千円)
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 11,661,491 15,089,219

売上原価 8,132,368 10,467,513

売上総利益 3,529,123 4,621,706

販売費及び一般管理費 1,117,330 1,441,406

営業利益 2,411,792 3,180,299

営業外収益

受取利息 566 717

受取配当金 1,170 1,340

為替差益 - 199,875

補助金収入 300 68,304

その他 8,788 8,637

営業外収益合計 10,824 278,875

営業外費用

支払利息 6,962 7,644

為替差損 5,955 -

その他 1,628 1,998

営業外費用合計 14,546 9,642

経常利益 2,408,070 3,449,532

特別利益

固定資産売却益 101 -

投資有価証券売却益 - 6,920

特別利益合計 101 6,920

特別損失

固定資産除却損 17,680 10,649

投資有価証券売却損 - 136

工場移転費用 - 7,943

特別損失合計 17,680 18,728

税金等調整前四半期純利益 2,390,491 3,437,723

法人税、住民税及び事業税 670,047 1,016,996

法人税等調整額 92,765 126,093

法人税等合計 762,813 1,143,089

四半期純利益 1,627,678 2,294,634

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,627,678 2,294,634
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
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 1,627,678 2,294,634

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △8,287 8,410

為替換算調整勘定 372,532 699,955

その他の包括利益合計 364,245 708,365

四半期包括利益 1,991,923 3,003,000

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,991,923 3,003,000
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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。
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３．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

当社グループは半導体事業の単一セグメントであります。

　① 生産実績

セグメントの名称 生産高（千円） 前年同期比(％)

半導体事業 14,753,076 ＋28.1

(注) 金額は販売価格によっております。

　

　② 受注実績

セグメントの名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

半導体事業 17,367,785 ＋39.3 8,279,423 ＋65.3

　

③ 販売実績

　

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

半導体事業 15,089,219 ＋29.4

　


