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（百万円未満切捨て）

（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 28,632 13.6 3,725 45.9 3,741 44.9 2,370 47.5

2022年３月期第１四半期 25,196 6.0 2,552 △8.1 2,581 △7.4 1,606 △3.7

（注）包括利益 2023年３月期第１四半期 2,410百万円 （44.1％） 2022年３月期第１四半期 1,672百万円 （△3.5％）

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 29.58 －

2022年３月期第１四半期 19.68 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年３月期第１四半期 76,530 43,984 57.5

2022年３月期 81,590 45,287 55.5

（参考）自己資本 2023年３月期第１四半期 43,984百万円 2022年３月期 45,287百万円

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

2022年３月期 － 78.50 － 139.00 217.50

2023年３月期 －

2023年３月期（予想） 34.00 － 45.00 79.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

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）

（注）当社は、2022年７月１日付で普通株式１株につき３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

２．配当の状況

当社は、2022年７月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。2023年３月期（予想）

の１株当たりの年間配当金は、当該株式分割を考慮した額を記載しています。なお、当該株式分割を考慮しない場

合の2023年３月期（予想）の１株当たりの年間配当金は、237.00円となります。



（％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） 57,300 12.5 6,800 27.4 6,800 25.8 4,500 26.8 56.16

通期 119,000 11.1 15,400 20.1 15,500 19.7 10,500 13.6 131.04

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

（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： 有

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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年３月期１Ｑ 84,300,000株 2022年３月期 84,300,000株

②  期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 4,174,407株 2022年３月期 4,174,062株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 80,125,788株 2022年３月期１Ｑ 81,629,053株

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）

2023年３月期（予想）の１株当たり当期純利益については、「２．配当の状況」に注記した株式分割を考慮した額

を記載しています。なお、当該株式分割を考慮しない場合の2023年３月期（予想）の１株当たり当期純利益は、第

２四半期（累計）は168.48円、通期は393.13円となります。

※  注記事項

新規  －社  （社名）　除外  －社（社名）

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（注）詳細は、添付資料Ｐ.５「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）

（注）当社は、2022年７月１日付で普通株式１株につき３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、「期末発行済株式数」、「期末自己株式数」及び

「期中平均株式数」を算定しております。

※  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。実際の業績等に影響を与える可能性のある重要な要因には、既

に公表している有価証券報告書等で記載した「事業等のリスク」に係る事項があります。なお、業績に影響を与える

要因はこれらに限定されるものではありません。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

　　経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間（３ヶ月間：2022年４月１日～2022年６月30日）においては、新型コロナウイル

ス感染症の影響による経済活動の制限が緩和され、経済社会活動の正常化が進み、景気は持ち直しの動きがみ

られましたが、緊迫した国際情勢、資源価格等の上昇、円安の進行など、景気の先行きは不透明な状況で推移

しました。

当社の主要顧客である大手製造業各社では、次代を見据えた技術開発投資は持ち直しが進みました。

このような状況の中、中長期の成長を見据えた積極的な採用活動を継続した結果、４月入社の新入社員は885

名（MT：474名、MF：411名）となり、グループのエンジニア社員数は増加しました。また、提案営業で受注獲

得を強化し、新入社員および既存社員の配属を進めた結果、稼働人員数の増加と稼働率の向上を両立しまし

た。なお、時間外労働の減少等により、稼働時間は前年同期で若干低下しました。

これらを主因として、連結売上高は、前年同期比34億36百万円(13.6％)増収の286億32百万円となりました。

連結売上原価は、エンジニア社員の増員に伴う労務費等の増加により、前年同期比20億60百万円(10.9％)増加

の208億96百万円、連結販売費及び一般管理費は前年同期比２億３百万円(5.3％)増加の40億10百万円となり、

その結果、連結営業利益は、前年同期比11億72百万円(45.9％)増益の37億25百万円となりました。

連結経常利益は、前年同期比11億59百万円(44.9％)増益の37億41百万円、親会社株主に帰属する四半期純利

益は、前年同期比７億63百万円(47.5％)増益の23億70百万円となりました。

詳細につきましては、TDnetおよび弊社ウェブサイトで本日公表している「2023年３月期第１四半期決算説明

資料」を参照下さい。
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（単位：百万円）

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 49,706 43,995

受取手形及び売掛金 16,098 16,582

仕掛品 178 324

その他 954 1,050

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 66,937 61,952

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,271 3,238

その他（純額） 1,731 1,711

有形固定資産合計 5,002 4,949

無形固定資産

その他 345 348

無形固定資産合計 345 348

投資その他の資産

繰延税金資産 8,458 8,441

その他 848 842

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 9,304 9,280

固定資産合計 14,652 14,578

資産合計 81,590 76,530

負債の部

流動負債

未払法人税等 3,310 1,284

役員賞与引当金 238 60

賞与引当金 8,861 4,277

その他 7,259 10,194

流動負債合計 19,669 15,817

固定負債

退職給付に係る負債 16,633 16,728

固定負債合計 16,633 16,728

負債合計 36,302 32,546

純資産の部

株主資本

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 3,627 3,627

利益剰余金 44,865 43,523

自己株式 △7,035 △7,036

株主資本合計 46,457 45,114

その他の包括利益累計額

土地再評価差額金 △662 △662

退職給付に係る調整累計額 △506 △466

その他の包括利益累計額合計 △1,169 △1,129

純資産合計 45,287 43,984

負債純資産合計 81,590 76,530

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 25,196 28,632

売上原価 18,835 20,896

売上総利益 6,360 7,736

販売費及び一般管理費 3,807 4,010

営業利益 2,552 3,725

営業外収益

受取利息 0 0

助成金収入 27 14

その他 1 1

営業外収益合計 28 15

営業外費用

コミットメントフィー 0 0

その他 0 0

営業外費用合計 0 0

経常利益 2,581 3,741

特別損失

固定資産除却損 0 0

特別損失合計 0 0

税金等調整前四半期純利益 2,581 3,740

法人税等 974 1,370

四半期純利益 1,606 2,370

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,606 2,370

（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：百万円)

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 1,606 2,370

その他の包括利益

退職給付に係る調整額 65 39

その他の包括利益合計 65 39

四半期包括利益 1,672 2,410

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,672 2,410

（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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用の計算

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（会計方針の変更）

時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算

定会計基準適用指針」という。）を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第

27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたっ

て適用しております。

　当該会計方針の変更により四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

（追加情報）

　前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮

定について重要な変更はありません。
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変更後 現行

第６条 （発行可能株式総数）

当会社の発行可能株式総数は、200,000,000株

とする。

第６条 （発行可能株式総数）

当会社の発行可能株式総数は、142,854,400株

とする。

（重要な後発事象）

（株式分割について）

当社は、2022年５月12日開催の取締役会決議に基づき、2022年７月１日付で株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変

更を行っております。

１．株式分割の目的

株式分割を行い、当社株式投資単価当たりの金額を引き下げ、当社株式の流動性を高めることにより、投資家の皆様が

より投資しやすい環境を整えることを目的としております。

２．株式分割の概要

(1) 分割の方法

2022年６月30日を基準日とし、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式１株につき、３

株の割合をもって分割いたしました。

(2) 分割により増加する株式数

① 株式分割前の発行済株式総数　　　 28,100,000株

② 今回の分割により増加する株式数　 56,200,000株

③ 株式分割後の発行済株式総数　　　 84,300,000株

④ 株式分割後の発行可能株式総数　　200,000,000株

(3) 分割の日程

① 基準日公告日：2022年６月10日（金曜日）

② 基準日　　　：2022年６月30日（木曜日）

③ 効力発生日　：2022年７月１日（金曜日）

(4) その他

今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。

３．１株当たり情報に及ぼす影響

１株当たり情報に及ぼす影響については、当該箇所に記載しております。

４．定款の一部変更

(1) 変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第２項に基づき、2022年７月１日（金曜日）をもって、当社定款の一部を変

更いたしました。

(2) 変更の内容（下線を付した部分は、変更箇所を示します。）

(3) 変更の日程

効力発生日 2022年７月１日（金曜日）
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