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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 ％

2021年７月期第３四半期 4,057 － 990 － 984 － 621 －

2020年７月期第３四半期 － － － － － － － －

（注）包括利益 2021年７月期第３四半期 655百万円 （－％） 2020年７月期第３四半期 －百万円（－％）

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７月期第３四半期 26.32 26.26

2020年７月期第３四半期 － －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年７月期第３四半期 7,776 6,943 89.3

2020年７月期 2,891 2,264 78.3

（参考）自己資本 2021年７月期第３四半期 6,943百万円 2020年７月期 2,264百万円

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

2020年７月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2021年７月期 － 0.00 －

2021年７月期（予想） 0.00 0.00

１．2021年７月期第３四半期の連結業績（2020年８月１日～2021年４月30日）

（注）１．当社は、2020年７月期第３四半期については四半期連結財務諸表を作成していないため、2020年７月期第３四

半期の数値及び2021年７月期第３四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。

２．2020年７月期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、

当社株式は非上場であり、期中平均株価は把握できない為記載しておりません。

３．2021年７月期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、当社は2021年２月18日に東京

証券取引所マザーズに上場したため、新規上場日から2021年７月期第３四半期連結会計期間末までの平均株価

を期中平均株価とみなして算定しております。
４．当社は、2020年10月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年

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及び潜在株式調整後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

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無



（％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 5,600 30.5 1,350 25.5 1,350 31.0 850 18.5 35.20

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年７月期３Ｑ 25,800,000株 2020年７月期 22,800,000株

②  期末自己株式数 2021年７月期３Ｑ －株 2020年７月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年７月期３Ｑ 23,591,209株 2020年７月期３Ｑ 22,800,000株

３．2021年７月期の連結業績予想（2020年８月１日～2021年７月31日）

（注）１．直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有

２．当社は、2020年10月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。2021年７月期

の連結業績予想における１株当たり当期純利益については、当該株式分割の影響を考慮しております。

３．2021年７月期（予想）の１株当たり当期純利益は、公募による新株発行株式数（3,000,000株）を含めた予定

期中平均発行株式数により算出しています。

※  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

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        ：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）

（注）当社は、2020年10月１日付で普通株式１株につき1,000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

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。

なお、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Ｐ．３

「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に関する説明」をご覧ください。
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当第３四半期連結累計期間（千円）

売上高 4,057,687

営業利益 990,622

経常利益 984,279

親会社株主に帰属する四半期純利益 621,030

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

当社は、前第３四半期連結累計期間については、四半期連結財務諸表を作成していないため、前年同四半期

連結累計期間との比較分析は行なっておりません。

当第３四半期連結累計期間（2020年８月１日～2021年４月30日）における景況感は、新型コロナウイルス感染症

による経済活動の停滞が終息しておらず、国内個人消費の下振れと企業収益や雇用環境の悪化などにより、依然と

して厳しい状況が続いています。新型コロナワクチンの接種開始による感染症収束への期待が高まるものの、新型

コロナウイルスの変異株が確認されるなど、パンデミックの終息には長期間を要するものと考えられます。

国内化粧品市場においては、新型コロナウイルス感染症による入国規制によるインバウンド需要は依然として回

復の見通しがたたず、消費マインドの冷え込みが継続しており、先行きは不透明な状況が続いております。一方

で、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う日常生活の変容が進む中、いわゆる巣ごもり需要やインターネット購

入の拡大により、Eコマースの重要性が増しております。

海外化粧品市場においても、新型コロナウイルスの感染拡大の影響等により先行きは不透明な状況が続いていま

すが、中国市場においては感染者数減少を受けて、Eコマース市場を中心に回復傾向が見られております。

このような市場環境のもと、当社グループでは、2019年からスタートした３ヵ年中期経営計画（2019年から2022

年）に基づき、中国本土において広告投資を強化、販売力の強化を図るとともに、次世代の成長製品を創出すべく

取り組みを進めてまいりました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における経営成績は次のとおりとなりました。

当第３四半期連結累計期間の売上高は、国内売上は低調であったものの、越境ECを含め中国国内での売上が好調

に推移したことにより4,057,687千円となりました。営業利益は990,622千円、経常利益は984,279千円となりまし

た。

以上の結果により、親会社株主に帰属する四半期純利益は621,030千円となりました。

なお、当社グループは化粧品事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。

[業績の概要]

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて4,885,173千円増加し、7,776,936

千円となりました。このうち流動資産は、前連結会計年度末に比べて4,803,946千円増加し、7,258,862千円とな

り、固定資産は、前連結会計年度末に比べて81,227千円増加し、518,074千円となりました。流動資産の主な増加

要因は、東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募増資を実施したことによる現金及び預金の増加4,714,301千

円等によるもの、固定資産の主な増加要因は、無形固定資産の増加31,557千円、投資その他の資産の増加23,982千

円等によるものです。

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて205,931千円増加し、833,607千円

となりました。このうち流動負債は、前連結会計年度末に比べて272,020千円増加し、742,706千円となり、固定負

債は、前連結会計年度末に比べて66,089千円減少し、90,901千円となりました。流動負債の主な増加要因は、未払

法人税等の計上等による増加244,254千円、買掛金の支払等による減少77,934千円等によるものです。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて4,679,242千円増加し、

6,943,329千円となりました。主な増加要因は、東京証券取引所マザーズ上場に伴う公募増資の実施により、資本

金及び資本剰余金がそれぞれ2,011,875千円増加したこと等によるものです。

- 2 -

株式会社アクシージア（4936） 2021年７月期 第３四半期決算短信



なお、自己資本比率は89.3％（前連結会計年度末は78.3％）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７月期の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報や予測等に基づき修正いたしました。詳細に

つきましては、2021年６月10日に公表いたしました「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、当該業績予想につきましては、本日現在において入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提

に基づき作成したものであり、実際の業績等は、今後様々な要因により異なる可能性があります。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年７月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 924,558 5,638,860

売掛金 310,135 432,121

製品 842,013 813,993

原材料及び貯蔵品 176,264 237,549

未収還付法人税等 9,948 －

その他 193,615 137,958

貸倒引当金 △1,621 △1,621

流動資産合計 2,454,916 7,258,862

固定資産

有形固定資産 296,090 321,777

無形固定資産 38,575 70,133

投資その他の資産 102,181 126,163

固定資産合計 436,846 518,074

資産合計 2,891,762 7,776,936

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
(2020年７月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年４月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 256,856 178,922

1年内返済予定の長期借入金 5,544 72,544

未払法人税等 9,893 254,148

賞与引当金 8,583 19,326

その他 189,807 217,765

流動負債合計 470,685 742,706

固定負債

長期借入金 135,678 64,520

その他 21,313 26,381

固定負債合計 156,991 90,901

負債合計 627,676 833,607

純資産の部

株主資本

資本金 98,000 2,109,875

資本剰余金 － 2,011,875

利益剰余金 2,174,118 2,795,148

株主資本合計 2,272,118 6,916,898

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △8,031 26,430

その他の包括利益累計額合計 △8,031 26,430

純資産合計 2,264,086 6,943,329

負債純資産合計 2,891,762 7,776,936
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（単位：千円）

 当第３四半期連結累計期間
(自　2020年８月１日
　至　2021年４月30日)

売上高 4,057,687

売上原価 1,214,164

売上総利益 2,843,522

販売費及び一般管理費 1,852,900

営業利益 990,622

営業外収益

受取利息及び配当金 409

為替差益 37,175

その他 2,112

営業外収益合計 39,697

営業外費用

支払利息 2,186

株式交付費 25,714

上場関連費用 18,128

その他 10

営業外費用合計 46,040

経常利益 984,279

税金等調整前四半期純利益 984,279

法人税、住民税及び事業税 379,628

法人税等調整額 △16,379

法人税等合計 363,248

四半期純利益 621,030

親会社株主に帰属する四半期純利益 621,030

（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）

 当第３四半期連結累計期間
(自　2020年８月１日
　至　2021年４月30日)

四半期純利益 621,030

その他の包括利益

為替換算調整勘定 34,462

その他の包括利益合計 34,462

四半期包括利益 655,492

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 655,492

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）

当社は、2021年２月18日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。上場にあたり、2021年２月17日を払込

期日とする公募増資による新株式3,000,000株の発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ2,011,875千円増加

し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が2,109,875千円、資本剰余金が2,011,875千円となっておりま

す。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当第３四半期連結累計期間（自　2020年８月１日　至　2021年４月30日）

当社グループは、「化粧品事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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