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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２四半期 96,788 △18.1 6,588 27.5 7,410 62.8 5,994 70.3

2021年３月期第２四半期 118,170 18.1 5,168 △8.8 4,551 △12.1 3,519 △21.1

（注）包括利益 2022年３月期第２四半期 6,554百万円（63.7％） 2021年３月期第２四半期 4,005百万円（8.8％）

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２四半期 106.18 98.55

2021年３月期第２四半期 60.21 56.03

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年３月期第２四半期 167,948 114,958 68.4

2021年３月期 161,894 109,250 67.5

（参考）自己資本 2022年３月期第２四半期 114,958百万円 2021年３月期 109,250百万円

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 － 10.00 － 15.00 25.00

2022年３月期 － 10.00

2022年３月期（予想） － 45.00 55.00

（％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 215,000 △8.1 12,500 1.0 13,500 0.7 10,500 1.6 185.99

１．2022年３月期第２四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年９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：有

・2021年３月期期末配当金の内訳  普通配当10円00銭  記念配当(創立70周年記念の記念配当)５円00銭

・配当予想の修正に関しましては、本日（2021年11月５日）公表いたしました「株主還元方針の変更と配当予想の修正に

関するお知らせ」をご参照ください。

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：有

・業績予想における為替レートは、1米ドル112円を前提としております。

・業績予想の修正に関しましては、本日（2021年11月５日）公表いたしました「通期業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年３月期２Ｑ 64,710,084株 2021年３月期 67,710,084株

②  期末自己株式数 2022年３月期２Ｑ 8,254,523株 2021年３月期 11,253,893株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期２Ｑ 56,455,879株 2021年３月期２Ｑ 58,456,736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：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、「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）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

（1）予想数値に関する事項は、本日（2021年11月5日）公表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

（2）本資料に記載されている将来の業績に関する見通しは、現在入手可能な情報による当社の判断に基づく将来の予測であり、当社としてその

実現を約束する主旨のものではありません。さまざまな潜在的リスクや不確定要素を含んでおり、実際の業績はさまざまな重要な要素によ

り、記載された見通しと大きく異なる可能性もあり、これらの見通しに過度に依存されないようにお願いいたします。なお、業績予想の前提

条件その他の関連する事項につきましては、添付資料の2ページをご参照ください。
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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２四半期連結累計期間（2021年４月～2021年９月）の世界経済は、新型コロナウイルス感染症の感染者数の

増減の波が続く中、緩やかな回復傾向にあります。しかしながら、期初に比べ成長の減速が見られ、ＩＭＦでは

2021年10月に今年の経済成長率を７月の予測から0.1ポイント下方修正し、5.9％としております。

当社グループの属する電子部品業界におきましては、自動車関連市場では、前期から続いていた半導体不足が収

まらず、自動車メーカー各社で生産縮小を強いられております。移動体通信関連市場では、新型コロナウイルス感

染症により打撃を受けていた昨年に比べ、５Ｇの普及もあって増加する見込みであるものの、同様に半導体不足の

影響があり、当初予想を下回る見込みとなっております。

半導体やその他電子部品の不足と原材料・物流費の高騰は、現在のところ解消の目途がついておらず、先行きは

不透明となっています。

このような状況の下で、当社グループでは、移動体通信関連向け、自動車関連向け、健康機器関連向けの売上は

増加したものの、アミューズメント関連向けでは、新型コロナウイルス感染症による海外政府のロックダウン政策

により、当社海外主力工場が一時的に稼働停止となったことで売上が大きく減少し、全体では減少いたしました。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は96,788百万円（前年同期比18.1％減）、営業利益は

6,588百万円（前年同期比27.5％増）、経常利益は為替相場変動に伴う為替差益（568百万円）を計上し、7,410百

万円（前年同期比62.8％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は5,994百万円（前年同期比70.3％増）となり

ました。

当第２四半期連結累計期間のセグメントの売上高の状況は次のとおりであります。

機構部品につきましては、移動体通信関連が増加したものの、アミューズメント関連向けが減少したことによ

り、81,460百万円（前年同期比22.9％減）となりました。

音響部品につきましては、自動車関連向けが増加したことにより、6,653百万円（前年同期比32.6％増）となり

ました。

表示部品につきましては、自動車関連向けが増加したことにより、4,454百万円（前年同期比30.6％増）となり

ました。

複合部品その他につきましては、健康機器関連向けが増加したことにより、4,218百万円（前年同期比4.6％増）

となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産・負債及び純資産の状況）

  当第２四半期連結会計期間末の総資産は、有価証券が減少したものの、売上債権、棚卸資産の増加等により前連

結会計年度末比6,053百万円増の167,948百万円となりました。又、負債につきましては、仕入債務が減少したもの

の、その他流動負債の増加等により前連結会計年度末比345百万円増の52,990百万円となりました。

  なお、純資産は、利益剰余金の増加及び自己株式の消却等により前連結会計年度末比5,707百万円増の114,958百

万円となり、自己資本比率は68.4％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

  当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比5,411百万円減の64,110百万

円となりました。

  当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は3,493百万円となりました。これは主に、税金

等調整前四半期純利益7,958百万円、売上債権の増加6,120百万円、棚卸資産の増加3,979百万円、仕入債務の減少

1,917百万円によるものであります。

  投資活動による資金の減少は、1,063百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,762百

万円によるものであります。

  財務活動による資金の減少は、967百万円となりました。これは主に、配当金の支払846百万円によるものであり

ます。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想の修正に関しましては、本日公表いたしました「通期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、今回の業績予想における為替レートにつきましては、１米ドル112円を前提としております。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 52,371 52,540

受取手形及び売掛金 25,738 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 32,373

有価証券 18,400 12,800

商品及び製品 5,494 6,941

仕掛品 1,846 3,288

原材料及び貯蔵品 29,373 30,898

その他 4,948 4,671

貸倒引当金 △35 △35

流動資産合計 138,138 143,479

固定資産

有形固定資産 16,499 17,264

無形固定資産 416 404

投資その他の資産

投資有価証券 4,945 4,853

その他 2,185 2,236

貸倒引当金 △290 △290

投資その他の資産合計 6,840 6,798

固定資産合計 23,756 24,468

資産合計 161,894 167,948

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２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 27,137 26,008

短期借入金 1,941 2,001

未払法人税等 2,214 2,161

その他 5,316 6,823

流動負債合計 36,609 36,994

固定負債

新株予約権付社債 10,073 10,062

退職給付に係る負債 3,973 3,899

その他 1,988 2,032

固定負債合計 16,034 15,995

負債合計 52,644 52,990

純資産の部

株主資本

資本金 13,660 13,660

資本剰余金 19,596 19,596

利益剰余金 86,668 88,977

自己株式 △10,649 △7,811

株主資本合計 109,276 114,422

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,570 2,590

為替換算調整勘定 △2,951 △2,342

退職給付に係る調整累計額 355 286

その他の包括利益累計額合計 △25 535

純資産合計 109,250 114,958

負債純資産合計 161,894 167,948
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

売上高 118,170 96,788

売上原価 108,221 85,207

売上総利益 9,949 11,580

販売費及び一般管理費 4,780 4,992

営業利益 5,168 6,588

営業外収益

受取利息 50 39

受取配当金 57 65

為替差益 － 568

その他 149 177

営業外収益合計 257 851

営業外費用

支払利息 30 15

為替差損 833 －

シンジケートローン手数料 8 8

その他 1 5

営業外費用合計 874 29

経常利益 4,551 7,410

特別利益

固定資産売却益 170 351

投資有価証券売却益 － 225

その他 － 0

特別利益合計 170 577

特別損失

固定資産除売却損 5 30

投資有価証券評価損 13 －

子会社清算損 11 －

その他 0 －

特別損失合計 30 30

税金等調整前四半期純利益 4,692 7,958

法人税、住民税及び事業税 1,095 1,894

法人税等調整額 77 69

法人税等合計 1,172 1,964

四半期純利益 3,519 5,994

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,519 5,994

（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２四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

四半期純利益 3,519 5,994

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 330 19

為替換算調整勘定 164 609

退職給付に係る調整額 △10 △68

その他の包括利益合計 485 560

四半期包括利益 4,005 6,554

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 4,005 6,554

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 4,692 7,958

減価償却費 1,464 1,381

売上債権の増減額（△は増加） △12,699 △6,120

棚卸資産の増減額（△は増加） △2,413 △3,979

営業未収入金の増減額（△は増加） △586 △159

仕入債務の増減額（△は減少） 6,563 △1,917

その他 △198 1,324

小計 △3,179 △1,512

利息及び配当金の受取額 97 96

利息の支払額 △32 △14

雇用調整助成金の受取額 82 90

法人税等の支払額 △1,611 △2,152

法人税等の還付額 4 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,639 △3,493

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） 5 －

有形固定資産の取得による支出 △1,162 △1,762

有形固定資産の売却による収入 353 337

投資有価証券の売却による収入 － 342

その他 △138 18

投資活動によるキャッシュ・フロー △941 △1,063

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 85 △80

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △876 △846

その他 △51 △39

財務活動によるキャッシュ・フロー △842 △967

現金及び現金同等物に係る換算差額 △76 112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,499 △5,411

現金及び現金同等物の期首残高 62,649 69,522

現金及び現金同等物の四半期末残高 56,149 64,110

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）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）

  当社は、2021年５月７日開催の取締役会決議に基づき、2021年５月25日付で、自己株式3,000,000株の消却を

実施いたしました。この結果、当第２四半期連結累計期間において利益剰余金及び自己株式がそれぞれ2,838百万円

減少し、当第２四半期連結会計期間末において利益剰余金が88,977百万円、自己株式が7,811百万円となっており

ます。

（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。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。なお、四半期連結財務諸表に与える影響は以

下のとおりであります。

・顧客に支払われる対価

顧客に支払われる対価について、従来は、売上原価、販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、顧客から受

領する別個の財又はサービスと交換に支払われるものである場合を除き、取引価額から減額する方法に変更してお

ります。この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高及び売上原価に与える影響は軽微であります。

・有償支給取引

有償支給取引について、従来は、有償支給した支給品について消滅を認識しておりましたが、「収益認識に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号  2021年３月26日）第104項に定める取扱いに従って、当該支

給品の消滅を認識しない方法に変更しております。この結果、当第２四半期連結会計期間末において、原材料及び

貯蔵品が2,232百万円、流動負債のその他が2,232百万円、それぞれ増加しております。

  収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた

「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示するこ

とといたしました。なお、収益認識会計基準第89－２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度につい

て新たな表示方法により組替えを行っておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

  「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号  2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号  2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等

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しております。なお、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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当第２四半期連結累計期間

自　2021年４月 １日

至　2021年９月 30日

セグメントの名称 金額（百万円） 構成比

機構部品 81,460 84.1%

音響部品 6,653 6.9%

表示部品 4,454 4.6%

複合部品その他 4,218 4.4%

合計 96,788 100.0%

３．補足情報

　　　　セグメント別販売実績
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