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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）

(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 5,925 10.0 △103 ― 57 △75.1 50 △68.9

2022年3月期第1四半期 5,388 19.4 188 ― 230 ― 161 ―

（注）包括利益 2023年3月期第1四半期　　120百万円 （△39.6％） 2022年3月期第1四半期　　200百万円 （―％）

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1四半期 1.52 ―

2022年3月期第1四半期 4.89 ―

(2) 連結財政状態

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

2023年3月期第1四半期 32,401 24,904 75.6 742.51

2022年3月期 32,144 24,964 76.5 745.00

（参考）自己資本 2023年3月期第1四半期 24,500百万円 2022年3月期 24,582百万円

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 ― 3.00 ― 5.50 8.50

2023年3月期 ―

2023年3月期（予想） 4.00 ― 5.00 9.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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、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) 12,200 11.6 100 △67.3 300 △18.7 170 △30.8 5.15

通期 25,200 5.6 1,500 50.5 1,500 9.9 1,000 5.6 30.31

（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

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 ： 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1Q 33,061,003 株 2022年3月期 33,061,003 株

② 期末自己株式数 2023年3月期1Q 64,512 株 2022年3月期 64,512 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期1Q 32,996,491 株 2022年3月期1Q 32,996,712 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

（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情報に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。

（四半期決算説明資料の入手方法）

　決算説明資料は当社ウェブサイトに掲載する予定です。
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2022年３月期

第１四半期連結累計期間

2023年３月期

第１四半期連結累計期間
増減率

売上高 5,388 5,925 10.0％

営業利益又は営業損失（△） 188 △103 －

経常利益 230 57 △75.1％

親会社株主に帰属する

四半期純利益
161 50 △68.9％

2022年３月期

第１四半期連結累計期間

2023年３月期

第１四半期連結累計期間
増減率

コンデンサ・モジュール 4,176 4,468 7.0％

電力機器システム 1,212 1,456 20.2％

売上高計 5,388 5,925 10.0％

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経済環境は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う中国のロックダ

ウン、電子部品の需給逼迫、ウクライナ情勢の悪化による素材やエネルギー価格の高騰等、先行きが不透明な状

況が続いております。

　このような経済状況の中、当社グループの市場では脱炭素への社会的な要請を背景とした電気自動車の需要

は堅調に推移しているものの、半導体を中心とした電子部品の供給問題や、中国のロックダウン等に起因した

客先の生産調整の影響を受け、ｘＥＶ用コンデンサは前年同期比で減収となりました。一方、電力／産業のイ

ンフラ設備に関しましては、パワエレや環境省エネ市場の需要が高まり、増収となりました。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は、合計で前年同期比10.0％増加の5,925百万円となりま

した。

　損益につきましては、素材高騰の影響が継続する中で、製品への価格転嫁が追い付かず、103百万円の営業損

失（前年同期は188百万円の営業利益）となりました。営業外収益では、円安による為替差益の増加があったも

のの、経常利益は57百万円（前年同期比75.1％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は50百万円（前年同期

比68.9％減）となりました。

（単位：百万円）

　なお、セグメント別での結果は次のとおりであります。

①コンデンサ・モジュール

　ｘＥＶ用コンデンサは客先の生産調整による影響により、減収となりました。一方で、産業機器用コン

デンサがパワエレ市場を中心に伸長した結果、売上高は4,468百万円（前年同期比7.0％増加）となりまし

た。

②電力機器システム

　瞬低補償装置を中心に環境省エネ市場が伸長した結果、売上高は1,456百万円（前年同期比20.2％増加）

となりました。

（単位：百万円）
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（２）財政状態に関する説明

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は32,401百万円となり、前連結会計年度末に比べ257百万円の増

加となりました。増減の主なものは、現金及び預金の増加988百万円、受取手形及び売掛金の減少602百万円等

によるものであります。

　負債は7,497百万円となり、前連結会計年度末に比べ317百万円の増加となりました。増減の主なものは、未

払費用の増加555百万円、賞与引当金の減少233百万円等であります。

　純資産は24,904百万円となり、自己資本比率は75.6％と0.9ポイント減少いたしました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　連結業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間の業績予想を2022年５月13日の公表値から変更して

おります。詳細につきましては、本日開示しております「2023年３月期第２四半期連結業績予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。

　なお、通期の見通しにつきましては引き続き検討を行い、業績予想に関し修正の必要が生じた場合には、速

やかに開示する予定であります。
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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 4,051,529 5,040,421

受取手形及び売掛金 6,657,903 6,055,122

電子記録債権 2,361,174 2,284,575

商品及び製品 760,580 893,227

仕掛品 763,763 875,688

原材料及び貯蔵品 1,022,861 1,085,247

その他 264,363 150,150

貸倒引当金 △920 △840

流動資産合計 15,881,257 16,383,593

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,777,559 4,715,294

機械装置及び運搬具（純額） 2,996,720 2,856,971

土地 4,123,126 4,123,348

建設仮勘定 987,511 1,073,896

その他（純額） 333,272 315,927

有形固定資産合計 13,218,190 13,085,439

無形固定資産

ソフトウエア 282,194 264,267

その他 227,078 231,512

無形固定資産合計 509,273 495,780

投資その他の資産

投資有価証券 1,663,958 1,567,780

長期貸付金 410,313 401,145

繰延税金資産 392,690 401,289

その他 68,646 66,649

貸倒引当金 △40 △40

投資その他の資産合計 2,535,569 2,436,825

固定資産合計 16,263,033 16,018,045

資産合計 32,144,291 32,401,638

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

買掛金 1,324,196 1,458,750

短期借入金 500,000 500,000

未払費用 706,099 1,262,097

未払法人税等 194,911 50,884

賞与引当金 477,978 244,176

役員賞与引当金 43,000 -

製品保証引当金 186,823 176,365

その他 384,896 447,429

流動負債合計 3,817,905 4,139,703

固定負債

長期借入金 1,800,000 1,800,000

長期未払費用 137,783 137,755

再評価に係る繰延税金負債 1,001,965 1,001,965

退職給付に係る負債 273,114 276,920

その他 148,872 141,200

固定負債合計 3,361,734 3,357,842

負債合計 7,179,640 7,497,545

純資産の部

株主資本

資本金 5,001,745 5,001,745

資本剰余金 4,276,006 4,276,006

利益剰余金 12,880,516 12,749,247

自己株式 △21,512 △21,512

株主資本合計 22,136,756 22,005,487

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 891,046 822,899

土地再評価差額金 1,971,993 1,971,993

為替換算調整勘定 △492,715 △371,115

退職給付に係る調整累計額 75,362 70,795

その他の包括利益累計額合計 2,445,687 2,494,572

非支配株主持分 382,207 404,032

純資産合計 24,964,651 24,904,093

負債純資産合計 32,144,291 32,401,638
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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 5,388,330 5,925,595

売上原価 4,165,048 4,919,448

売上総利益 1,223,282 1,006,146

販売費及び一般管理費

給料及び賃金 275,990 287,586

賞与引当金繰入額 55,912 59,593

役員賞与引当金繰入額 11,000 -

退職給付費用 9,459 10,171

その他 682,083 751,979

販売費及び一般管理費合計 1,034,445 1,109,330

営業利益又は営業損失（△） 188,836 △103,183

営業外収益

受取利息 1,618 1,894

受取配当金 17,259 20,513

固定資産賃貸料 11,408 10,888

為替差益 - 87,608

スクラップ売却益 45,065 69,395

売電収入 7,403 8,884

助成金収入 8,513 13,629

その他 14,155 9,494

営業外収益合計 105,423 222,308

営業外費用

支払利息 2,778 3,099

持分法による投資損失 33,870 43,161

債権売却損 1,540 1,012

為替差損 7,204 -

売電費用 3,981 3,209

その他 14,411 11,176

営業外費用合計 63,787 61,660

経常利益 230,472 57,464

税金等調整前四半期純利益 230,472 57,464

法人税、住民税及び事業税 4,167 23,542

法人税等調整額 58,521 △20,067

法人税等合計 62,689 3,475

四半期純利益 167,782 53,988

非支配株主に帰属する四半期純利益 6,413 3,776

親会社株主に帰属する四半期純利益 161,369 50,212

（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 167,782 53,988

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △15,543 △68,146

為替換算調整勘定 52,581 139,648

退職給付に係る調整額 △4,549 △4,567

その他の包括利益合計 32,489 66,934

四半期包括利益 200,271 120,922

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 204,186 99,097

非支配株主に係る四半期包括利益 △3,915 21,824

（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。

（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）２

コンデンサ・
モジュール

電力機器
システム 合計

売上高

外部顧客への売上高 4,176,067 1,212,263 5,388,330 － 5,388,330

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － －

計 4,176,067 1,212,263 5,388,330 － 5,388,330

セグメント利益 394,214 256,836 651,050 △462,214 188,836

（単位：千円）

金額

全社費用（注） △462,214

合計 △462,214

（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）

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．調整額の内容は以下のとおりであります。

（注）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。

（注）２．セグメント利益は、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。
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（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）２

コンデンサ・
モジュール

電力機器
システム 合計

売上高

外部顧客への売上高 4,468,999 1,456,596 5,925,595 － 5,925,595

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － －

計 4,468,999 1,456,596 5,925,595 － 5,925,595

セグメント利益 110,124 279,435 389,560 △492,743 △103,183

（単位：千円）

金額

全社費用（注） △492,743

合計 △492,743

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）

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．調整額の内容は以下のとおりであります。

（注）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。

（注）２．セグメント利益は、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。
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