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1. 2022年4月期第1四半期の連結業績（2021年4月21日～2021年7月20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 ％

2022年4月期第1四半期 2,242 26.6 340 105.1 348 97.4 215 95.0

2021年4月期第1四半期 1,770 11.4 165 21.9 176 22.8 110 25.2

（注）包括利益 2022年4月期第1四半期　　239百万円 （92.0％） 2021年4月期第1四半期　　124百万円 （23.7％）

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4月期第1四半期 41.03 ―

2021年4月期第1四半期 21.04 ―

(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 ％

2022年4月期第1四半期 15,613 11,889 72.6

2021年4月期 16,464 12,173 70.7

（参考）自己資本 2022年4月期第1四半期 11,339百万円 2021年4月期 11,642百万円

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

2021年4月期 ― 0.00 ― 100.00 100.00

2022年4月期 ―

2022年4月期（予想） 0.00 ― 78.00 78.00

（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. 2022年4月期の連結業績予想（2021年4月21日～2022年4月20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) 4,450 △1.0 670 △7.4 690 △6.6 435 △4.8 82.93

通期 9,000 △11.6 1,250 △23.2 1,285 △22.2 815 △21.8 155.37

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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） 2022年4月期1Q 5,300,000 株 2021年4月期 5,300,000 株

② 期末自己株式数 2022年4月期1Q 54,636 株 2021年4月期 54,590 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年4月期1Q 5,245,382 株 2021年4月期1Q 5,245,463 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、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、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１四半期連結累計期間におきましては、新型コロナウイルス感染再拡大により感染対策商品の需要が増加し

たことに加え、半導体需要の拡大等に伴うエレクトロニクス関連市場向けの売上が伸長したため、売上高22億42百

万円（前年同期比26.6％増）、営業利益３億40百万円（同105.1％増）、経常利益３億48百万円（同97.4％増）、親

会社株主に帰属する四半期純利益２億15百万円（同95.0％増）となりました。

セグメントの経営成績は次のとおりであります。

理科学機器設備

学校校舎の改修工事に伴う実習台や収納戸棚類の売上は前年実績を下回ったものの、国内外において滅菌器の売

上が増加したため、売上高は８億81百万円（前年同期比10.9％増）、セグメント利益は１億２百万円（同142.9％

増）となりました。

保健医科機器

新型コロナウイルス感染対策商品の受注が好調を維持するとともに、ＡＥＤ等救急資機材関連商品が昨年同時期

の緊急事態宣言の影響による落ち込みから回復したため、売上高は７億60百万円（前年同期比54.2％増）、セグメ

ント利益は１億53百万円（同107.4％増）となりました。

産業用機器

世界的な半導体不足を背景とした半導体メーカーの設備投資により、アジア地域を中心に環境試験装置の需要が

伸びたため、売上高は５億99百万円（前年同期比24.4％増）、セグメント利益は92百万円（同53.1％増）となりま

した。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の総資産は156億13百万円となり、前連結会計年度末に比べて８億51百万円減少しま

した。これは主に、商品及び製品が１億95百万円増加した一方、現金及び預金が６億40百万円、受取手形、売掛金

及び契約資産が３億81百万円、電子記録債権が１億12百万円減少したこと等によるものであります。負債は37億24

百万円となり、前連結会計年度末に比べて５億66百万円減少しました。これは主に、電子記録債務が２億77百万円

増加した一方、支払手形及び買掛金が１億56百万円、未払法人税等が４億77百万円、賞与引当金が３億15百万円減

少したこと等によるものであります。純資産は前連結会計年度末に比べて２億84百万円減少し118億89百万円とな

り、自己資本比率は72.63％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28日に発表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、現時点におい

て変更ありません。
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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
(2021年４月20日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年７月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,109,462 7,469,189

受取手形及び売掛金 2,094,714 ―

受取手形、売掛金及び契約資産 ― 1,712,904

電子記録債権 522,798 410,477

有価証券 316,490 266,150

商品及び製品 893,104 1,088,763

仕掛品 113,554 160,506

原材料及び貯蔵品 400,360 426,090

その他 188,343 307,368

貸倒引当金 △2,448 △1,931

流動資産合計 12,636,381 11,839,519

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 291,694 290,185

土地 1,346,573 1,346,573

建設仮勘定 158 ―

その他（純額） 60,579 70,266

有形固定資産合計 1,699,005 1,707,024

無形固定資産

ソフトウエア 53,955 51,152

その他 4,492 4,492

無形固定資産合計 58,447 55,644

投資その他の資産

投資有価証券 1,705,029 1,712,621

繰延税金資産 329,776 263,049

その他 40,713 40,344

貸倒引当金 △4,999 △4,999

投資その他の資産合計 2,070,519 2,011,016

固定資産合計 3,827,973 3,773,685

資産合計 16,464,354 15,613,205
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年４月20日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年７月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 959,287 802,798

電子記録債務 776,550 1,054,544

未払金 61,188 45,268

未払法人税等 484,689 6,755

契約負債 ― 525,560

賞与引当金 382,137 66,265

その他 415,128 295,358

流動負債合計 3,078,982 2,796,551

固定負債

役員退職慰労引当金 192,888 186,220

退職給付に係る負債 342,642 344,778

繰延税金負債 8,172 55,680

その他 667,733 340,837

固定負債合計 1,211,436 927,515

負債合計 4,290,418 3,724,067

純資産の部

株主資本

資本金 787,299 787,299

資本剰余金 676,811 676,811

利益剰余金 10,144,356 9,835,007

自己株式 △34,280 △34,381

株主資本合計 11,574,187 11,264,736

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 68,348 74,850

その他の包括利益累計額合計 68,348 74,850

非支配株主持分 531,399 549,550

純資産合計 12,173,935 11,889,137

負債純資産合計 16,464,354 15,613,205
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年４月21日
　至 2020年７月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月21日
　至 2021年７月20日)

売上高 1,770,485 2,242,050

売上原価 1,104,352 1,380,985

売上総利益 666,132 861,065

販売費及び一般管理費 500,200 520,725

営業利益 165,932 340,339

営業外収益

受取利息 497 459

有価証券利息 2,723 2,913

受取配当金 3,557 3,850

不動産賃貸料 100 105

助成金収入 2,910 ―

その他 1,461 913

営業外収益合計 11,250 8,241

営業外費用

支払利息 58 58

売上割引 254 ―

為替差損 400 189

営業外費用合計 714 248

経常利益 176,468 348,332

特別損失

固定資産除却損 ― 89

特別損失合計 ― 89

税金等調整前四半期純利益 176,468 348,243

法人税、住民税及び事業税 10,430 3,533

法人税等調整額 47,349 111,367

法人税等合計 57,780 114,901

四半期純利益 118,688 233,342

非支配株主に帰属する四半期純利益 8,334 18,150

親会社株主に帰属する四半期純利益 110,353 215,191
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年４月21日
　至 2020年７月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月21日
　至 2021年７月20日)

四半期純利益 118,688 233,342

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 6,215 6,501

その他の包括利益合計 6,215 6,501

四半期包括利益 124,903 239,844

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 116,568 221,693

非支配株主に係る四半期包括利益 8,334 18,150
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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

を当第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しております。

なお、「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98項に定め

る代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は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。また、従来は営業外費用

に計上していた売上割引については、顧客に支払われる対価として売上高から減額しております。

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、当第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、当第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。

この結果、当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高へ

の影響はありません。

　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、当第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

こととし、「流動負債」および「固定負債」の「その他」に含まれていた一部の負債は、当第１四半期連結会計期

間より「流動負債」の「契約負債」とし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。さらに、

「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱い

に従って、前第１四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

（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。）等を当第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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（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 2020年４月21日 至 2020年７月20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

(単位：千円)

報告セグメント

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)

理科学
機器設備

保健医科
機器

産業用
機器

売上高

外部顧客への売上高 795,414 493,263 481,807 1,770,485 ― 1,770,485

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 795,414 493,263 481,807 1,770,485 ― 1,770,485

セグメント利益 42,226 74,140 60,101 176,468 ― 176,468

(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2021年４月21日 至 2021年７月20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並びに収益の分解情報

(単位：千円)

報告セグメント

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)

理科学
機器設備

保健医科
機器

産業用
機器

売上高

　日本 609,343 758,222 283,480 1,651,046 ― 1,651,046

　アジア 161,181 2,511 312,730 476,422 ― 476,422

　その他 111,247 ― 3,333 114,581 ― 114,581

　顧客との契約から生じる収益 881,772 760,733 599,544 2,242,050 ― 2,242,050

　その他の収益 ― ― ― ― ― ―

外部顧客への売上高 881,772 760,733 599,544 2,242,050 ― 2,242,050

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 881,772 760,733 599,544 2,242,050 ― 2,242,050

セグメント利益 102,548 153,770 92,013 348,332 ― 348,332

(注) １．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

２．売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

　


