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1. 2021年12月期第1四半期の連結業績（2021年1月1日～2021年3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 ％

2021年12月期第1四半期 4,898 26.0 603 655.9 619 444.3 438 12.0

2020年12月期第1四半期 3,886 7.0 79 △69.5 113 △58.6 391 111.9

（注）包括利益 2021年12月期第1四半期　　453百万円 （540.8％） 2020年12月期第1四半期　　70百万円 （△94.1％）

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

2021年12月期第1四半期 42.22 41.92

2020年12月期第1四半期 37.00 36.82

(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 ％

2021年12月期第1四半期 13,096 7,200 54.6

2020年12月期 13,776 7,123 51.3

（参考）自己資本 2021年12月期第1四半期 7,149百万円 2020年12月期 7,073百万円

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

2020年12月期 ― 0.00 ― 36.00 36.00

2021年12月期 ―

2021年12月期（予想） 0.00 ―
32.00

～36.00

32.00

～36.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

2021年12月期の配当（予想）については、レンジ形式により開示しております。

3. 2021年12月期の連結業績予想（2021年 1月 1日～2021年12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)
9,000

～10,000

23.6

～37.4

800

～900

282.3

～317.6

800

～900

234.7

～264.1

550

～620

9.5

～23.5

52.94

～59.68

通期
19,000

～20,000

10.9

～16.7

1,600

～1,800

28.6

～44.7

1,600

～1,800

18.4

～33.2

1,100

～1,240

△10.9

～0.4

105.88

～119.36

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

2021年12月期の連結業績予想については、レンジ形式により開示しております。



※ 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 ： 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） 2021年12月期1Q 10,840,000 株 2020年12月期 10,840,000 株

② 期末自己株式数 2021年12月期1Q 451,174 株 2020年12月期 451,134 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期1Q 10,388,843 株 2020年12月期1Q 10,583,979 株

（注）株式給付信託（J-ESOP)制度導入に伴い、期末自己株式数には、信託口が保有する当社株式（2021年12月期1Q99,200株、2020年12月期99,200株）
が含まれております。なお、信託口が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております（2021年12月期1Q99,200
株、2020年12月期99,200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およ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およ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、四半
期決算短信（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けるわが国経済は、景況感を示す大企業製造業の業況判断指数（ＤＩ）がプラ

スに転じるなど、経済活動に持ち直しの動きが見られたものの、新型コロナウイルス感染拡大に対する収束の目

処は立っておらず、先行きについては依然として不透明な状況が続いております。また、わが国を取り巻く環境

も、いまだ多くの国で感染の長期化や感染再拡大の懸念が生じていることから、世界経済の先行きについても、

しばらく不透明な状況が続くと予想されております。

このような状況下、当社グループでは、中期経営方針に則り、「エクスペリエンス（体験価値）」と「エンタ

ーテインメント（エンタメ）」を掛け合わせた「エクス・テインメント」（注１）ビジネスを加速してまいりま

した。「エクス・テインメント」ビジネスとは、広告および販促のマーケティング市場、物販市場、エンタメコ

ンテンツ市場などの既に顕在化している各種市場にまたがる領域に、ＰＭＤサービス（注２）と限定流通サービ

ス（注３）でアプローチすることで創出した新たな市場において、エンタメ顧客体験価値をお客様にお届けする

ビジネスです。

「エクス・テインメント」ビジネスにおける事業戦略については、プラットフォーム（売り場）の拡大、エン

タメコンテンツの拡大、商品・サービスの拡大の3つの拡大を掛け合わせながら進めております。機能戦略につい

ては、生産品質調達戦略と経営管理戦略の２つの戦略で、事業戦略を支える機能強化を進めるとともに、ＣＸ

（顧客体験価値）とＥＸ（従業員体験価値）の追求を両輪としたＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）戦

略を着実に進めております。

また、更なる拡大を狙った成長戦略として、ライセンスビジネスの深掘り、海外への横展開、Ｍ＆Ａなど業界

再編に向けたグループ拡大の３つの機会を捉えてまいります。

オーガニックな成長に加え、「エクス・テインメント」ビジネスの拡大によって更なる売上増を図り、今後も

継続して安定的かつレバレッジの効いた成長を実現してまいります。

また、新型コロナウイルス感染拡大による当社グループへの影響を極小化するべく、引き続き事業・組織・財

務の各方面において対応策を講じるとともに、外部環境の変化に対応した新たな商材・サービスの開発やデジタ

ルシフト強化への取り組みを進めてまいります。

当第１四半期連結累計期間における当社グループの経営成績は、まず売上高において、おもに新型コロナウイ

ルス感染拡大の長期化による影響により、外食顧客向けプレミアムおよび化粧品メーカー顧客向けＶＭＤが不調

であったものの、流通顧客向け物販および流通顧客向けプレミアムが好調に推移し、全体としては前年同期比で

増収となりました。また、営業利益、経常利益および親会社株主に帰属する四半期純利益に関しては、おもに人

件費等を中心とした販売費及び一般管理費の増加分を増収により吸収し、前年同期比で増益となりました。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は4,898百万円（前年同期比26.0％増）、営業利益は

603百万円（前年同期比655.9％増）、経常利益は619百万円（前年同期比444.3％増）、親会社株主に帰属する四

半期純利益は438百万円（前年同期比12.0％増）となりました。

（注１） 「エクスペリエンス（体験価値）」と「エンターテインメント（エンタメ）」を掛け合わせた造語で、

エンタメ顧客体験価値のこと

（注２） プロモーション＆マーチャンダイジングサービスの略語で、販促と物販とを掛け合わせたサービスのこ

と

（注３） 期間限定・場所限定・商品限定のコト需要とコト消費を創り出す流通サービスのこと

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べて679百万円減少し、13,096百万円となりま

した。これは主に、商品および流動資産「その他」が増加したものの、受取手形及び売掛金および現金及び預金

が減少したことによるものです。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べて756百万円減少し、5,896百万円となりまし

た。これは主に、買掛金および未払法人税等および流動負債「その他」が減少したことによるものです。
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（純資産）

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べて77百万円増加し、7,200百万円となりまし

た。これは主に、利益剰余金および為替換算調整勘定が増加したことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

現時点において、2021年4月21日に公表いたしました業績予想に変更はありません。
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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
(2020年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,129,910 3,915,855

受取手形及び売掛金 4,215,810 3,607,321

商品 578,735 651,488

その他 121,804 179,479

貸倒引当金 △14,073 －

流動資産合計 9,032,187 8,354,145

固定資産

有形固定資産 82,373 79,207

無形固定資産 108,846 105,593

投資その他の資産

投資有価証券 201,372 201,635

関係会社株式 3,629,033 3,647,216

その他 722,232 708,752

投資その他の資産合計 4,552,638 4,557,605

固定資産合計 4,743,858 4,742,406

資産合計 13,776,046 13,096,552

負債の部

流動負債

買掛金 1,875,480 1,473,606

未払法人税等 374,956 186,467

賞与引当金 116,805 213,370

短期借入金 1,000,000 1,000,000

1年内返済予定の長期借入金 353,960 342,060

その他 607,998 446,972

流動負債合計 4,329,202 3,662,476

固定負債

長期借入金 1,801,395 1,715,880

退職給付に係る負債 291,919 290,965

株式給付引当金 70,757 67,343

その他 159,678 159,678

固定負債合計 2,323,750 2,233,867

負債合計 6,652,952 5,896,343

純資産の部

株主資本

資本金 350,000 350,000

資本剰余金 222,869 222,869

利益剰余金 6,827,811 6,888,844

自己株式 △356,915 △356,990

株主資本合計 7,043,766 7,104,723

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △13,579 △9,818

繰延ヘッジ損益 △66 1,062

為替換算調整勘定 43,037 58,857

退職給付に係る調整累計額 33 △5,759

その他の包括利益累計額合計 29,426 44,342

新株予約権 49,901 51,142

純資産合計 7,123,093 7,200,208

負債純資産合計 13,776,046 13,096,552
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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１月１日
　至 2020年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 3,886,589 4,898,338

売上原価 2,831,691 3,310,152

売上総利益 1,054,898 1,588,185

販売費及び一般管理費 975,065 984,701

営業利益 79,832 603,484

営業外収益

受取利息 1,203 663

持分法による投資利益 30,256 19,681

為替差益 706 －

受取保険金 1,501 1,617

受取手数料 4,464 5,068

その他 373 679

営業外収益合計 38,505 27,711

営業外費用

支払利息 3,341 3,616

コミットメントフィー 1,121 1,113

為替差損 － 6,855

その他 48 7

営業外費用合計 4,512 11,592

経常利益 113,825 619,602

特別利益

投資有価証券売却益 450,501 －

特別利益合計 450,501 －

税金等調整前四半期純利益 564,326 619,602

法人税、住民税及び事業税 186,789 172,234

法人税等調整額 △14,079 8,765

法人税等合計 172,709 180,999

四半期純利益 391,616 438,603

親会社株主に帰属する四半期純利益 391,616 438,603
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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１月１日
　至 2020年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年３月31日)

四半期純利益 391,616 438,603

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △295,661 △26

繰延ヘッジ損益 410 621

為替換算調整勘定 △7,937 15,819

持分法適用会社に対する持分相当額 △17,655 △1,498

その他の包括利益合計 △320,844 14,916

四半期包括利益 70,772 453,519

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 70,772 453,519
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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。

（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の影響の収束時期等を

含む仮定および会計上の見積りについて、重要な変更はありません。
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