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1. 令和4年3月期第3四半期の連結業績（令和3年4月1日～令和3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 ％

4年3月期第3四半期 14,050 69.1 498 108.6 502 94.7 329 95.6

3年3月期第3四半期 8,309 △12.2 238 0.2 258 4.3 168 △57.4

（注）包括利益 4年3月期第3四半期　　341百万円 （94.6％） 3年3月期第3四半期　　175百万円 （△53.1％）

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

4年3月期第3四半期 11.54 ―

3年3月期第3四半期 5.90 ―

(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 ％

4年3月期第3四半期 17,698 8,893 49.6

3年3月期 14,681 8,723 58.6

（参考）自己資本 4年3月期第3四半期 8,769百万円 3年3月期 8,599百万円

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

3年3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00

4年3月期 ― 0.00 ―

4年3月期（予想） 6.00 6.00

（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. 令和4年3月期の連結業績予想（令和3年4月1日～令和4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 19,289 53.3 701 126.8 704 103.3 393 89.9 13.75

（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） ： 有

新規 1 社 （社名） 株式会社飯沼ゲージ製作所 、 除外 ― 社 （社名）

（注）詳細は、【添付資料】７ページ「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（当四半期連結累計期間における

重要な子会社の異動）」をご覧ください。

(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】７ページ「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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 4年3月期3Q 29,786,400 株 3年3月期 29,786,400 株

② 期末自己株式数 4年3月期3Q 1,211,561 株 3年3月期 1,211,511 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 4年3月期3Q 28,574,858 株 3年3月期3Q 28,574,939 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

本資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の

変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、【添付資

料】２ページ「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対応ワクチン接種が進んだことに

より社会・経済活動が回復基調となったものの、年末にかけての変異種の拡大により、景気の先行きは不透明な状

況が続いております。海外においても同様の状況から各種部品製造が不安定な状況となっており、更に半導体業界

の需給逼迫により自動車業界等の製造に影響を及ぼしています。

　このような環境の中、当社グループの主力事業である精密貼合及び高機能複合材部門におきましては、自動車業

界及びエレクトロニクス業界でのディスプレイ化、タッチパネル化ニーズを取り込み、当社の精密貼合技術を活用

した加工ビジネスを拡大してまいりました。一方、環境住空間及びエンジニアリング部門におきましては、太陽光

発電事業は引き続き厳しい市場環境の中で苦戦を強いられておりますがＯＥＭ生産は順調に推移し、エンジニアリ

ング部門では、第１四半期に子会社化した株式会社飯沼ゲージ製作所（令和４年１月11日付で「プレマテック株式

会社」に商号変更）との協業により経営基盤の強化を行っております。

　この結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループの連結業績は、売上高14,050百万円（前年同四半期

比69.1％増）、営業利益498百万円（同108.6％増）、経常利益502百万円（同94.7％増）を計上し、親会社株主に

帰属する四半期純利益は329百万円（同95.6％増）となりました。

　セグメントの経営成績は以下のとおりであります。

精密貼合及び高機能複合材部門

　国内外におけるディスプレイ・タッチパネル市場は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、市場規模は

一時的に縮小しましたが、中国の企業活動が早期に回復したことにより再度市場規模は拡大基調となっておりま

す。車載用途市場は、部品供給不足等の影響により完成車メーカーの生産に影響を及ぼしていますが、第３四半期

までは当社の受注は順調に推移しております。センターインフォメーションディスプレイ、メータークラスターパ

ネル、各種スイッチ類等自動車の電子化・ディスプレイ化が急速に進み当社の商機が増加してきております。更

に、医療機器用途拡大、大型モニター普及、高機能通信機器拡大等ディスプレイ市場全体としては今後も引き続き

成長が見込まれます。このような市場の変化の中、精密貼合技術により一層磨きを掛け、最先端生産設備の開発・

導入による生産の高度化を実施することにより、難易度の高い技術を求められる用途製品の受注・開発に取組んで

おります。

　この結果、売上高11,319百万円（前年同四半期比68.8％増）、営業利益346百万円（同84.9％増）となりまし

た。

環境住空間及びエンジニアリング部門

　太陽電池の国内市場は、国内制度の変更あるいは海外メーカーの台頭により、国内メーカーにとっては厳しい状

況が続いております。そのため当社グループも、コスト削減を進めながら、ＯＥＭ供給を主軸とし、その中でも製

品開発・用途開拓等の開発要素が大きいものに注力してまいりました。また、環境に配慮した住空間・生活空間あ

るいは製造環境の構築に貢献するために、株式会社飯沼ゲージ製作所のリソースも活用しながら、メカトロニクス

技術を活用した省人化あるいは省エネルギー化ビジネスにも注力しております。

　この結果、売上高2,731百万円（前年同四半期比70.2％増）、営業利益148百万円（同209.3％増）となりまし

た。

（２）財政状態に関する説明

　第１四半期連結会計期間より、株式会社飯沼ゲージ製作所を株式取得のため連結の範囲に含めております。

　当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産が17,698百万円となり、前期末比3,017百万円の増加となり

ました。主なプラス要因は、現金及び預金の増加500百万円、受取手形、売掛金及び契約資産の増加1,314百万円等

であります。

　負債は8,805百万円となり、前期末比2,847百万円の増加となりました。主なプラス要因は、短期借入金の増加

660百万円、長期借入金の増加630百万円等であります。

　また、株主資本は利益剰余金の増加158百万円により8,741百万円となり、純資産は8,893百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　連結業績予想につきましては、令和３年５月17日に発表いたしました通期の業績予想を修正しております。詳細

につきましては、本日公表しております「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(令和３年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(令和３年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,113,708 3,614,546

受取手形及び売掛金 2,479,885 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 3,793,944

商品及び製品 11,376 12,562

仕掛品 727,413 916,874

原材料及び貯蔵品 286,198 441,259

その他 23,814 215,325

貸倒引当金 － △451,718

流動資産合計 6,642,396 8,542,794

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 3,491,188 4,030,913

土地 2,521,563 2,727,563

建設仮勘定 491,244 176,912

その他（純額） 772,998 1,047,015

有形固定資産合計 7,276,993 7,982,404

無形固定資産

その他 3,302 9,985

無形固定資産合計 3,302 9,985

投資その他の資産

退職給付に係る資産 46,817 46,683

その他 716,412 1,121,238

貸倒引当金 △4,662 △4,662

投資その他の資産合計 758,567 1,163,259

固定資産合計 8,038,863 9,155,649

資産合計 14,681,260 17,698,443

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
(令和３年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(令和３年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,456,336 1,614,018

短期借入金 2,130,000 2,790,000

１年内償還予定の社債 － 28,000

１年内返済予定の長期借入金 960,044 1,376,207

未払法人税等 103,479 84,965

賞与引当金 12,864 8,927

製品保証引当金 － 71,544

その他 149,329 799,849

流動負債合計 4,812,053 6,773,512

固定負債

社債 － 102,000

長期借入金 1,111,492 1,741,583

退職給付に係る負債 － 43,516

その他 34,680 144,627

固定負債合計 1,146,172 2,031,726

負債合計 5,958,226 8,805,238

純資産の部

株主資本

資本金 2,000,007 2,000,007

資本剰余金 2,440,803 2,440,803

利益剰余金 5,006,688 5,164,876

自己株式 △863,912 △863,930

株主資本合計 8,583,587 8,741,757

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 16,304 28,176

その他の包括利益累計額合計 16,304 28,176

非支配株主持分 123,141 123,270

純資産合計 8,723,034 8,893,204

負債純資産合計 14,681,260 17,698,443
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　令和２年４月１日

　至　令和２年12月31日)

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

売上高 8,309,587 14,050,828

売上原価 7,438,733 12,687,420

売上総利益 870,853 1,363,408

販売費及び一般管理費 632,062 865,345

営業利益 238,791 498,062

営業外収益

受取利息 3,196 2,299

受取配当金 3,916 4,664

為替差益 － 3,236

投資有価証券売却益 23,610 14

その他 6,729 13,701

営業外収益合計 37,452 23,916

営業外費用

支払利息 5,698 12,731

為替差損 11,612 －

その他 546 6,256

営業外費用合計 17,857 18,987

経常利益 258,386 502,991

特別利益

固定資産売却益 181 489

特別利益合計 181 489

税金等調整前四半期純利益 258,567 503,480

法人税、住民税及び事業税 72,420 162,420

法人税等調整額 16,522 11,294

法人税等合計 88,943 173,714

四半期純利益 169,624 329,766

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,125 128

親会社株主に帰属する四半期純利益 168,498 329,637

（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：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　令和２年４月１日

　至　令和２年12月31日)

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

四半期純利益 169,624 329,766

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 5,894 11,871

その他の包括利益合計 5,894 11,871

四半期包括利益 175,518 341,637

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 174,393 341,508

非支配株主に係る四半期包括利益 1,125 128

（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。

（当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動）

　第１四半期連結会計期間において、株式会社飯沼ゲージ製作所（令和４年１月11日付で「プレマテック株式会社」

に商号変更）の株式を取得し、子会社化したことにより、連結の範囲に含めております。

　なお、みなし取得日を令和３年６月30日としており、第１四半期連結会計期間は貸借対照表のみを連結し、第２四

半期連結会計期間より損益計算書を連結しております。

（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　令和２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。

　　これにより、一定の期間にわたり充足される履行義務は、期間がごく短いものを除き、履行義務の充足に係る進

捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定期間にわたり認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗

度の見積り方法は、見積総原価に対する発生原価の割合（インプット法）で算出しております。

　　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

りますが、利益剰余金の当期首残高へ与える影響は軽微であります。

　　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は27,820千円増加し、売上原価は21,620千円増加し、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6,200千円増加しております。

　　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 令和元年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　令和元年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いたしました。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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