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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 ％

2022年３月期第２四半期 21,320 10.4 1,204 24.7 1,267 16.1 660 10.7

2021年３月期第２四半期 19,310 △7.4 966 8.6 1,091 16.7 596 25.0

（注）包括利益 2022年３月期第２四半期 922百万円（18.2％） 2021年３月期第２四半期 780百万円（40.4％）

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３月期第２四半期 73.12 －

2021年３月期第２四半期 63.48 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年３月期第２四半期 24,876 10,344 34.4

2021年３月期 24,688 9,871 32.3

（参考）自己資本 2022年３月期第２四半期 8,569百万円 2021年３月期 7,981百万円

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

2021年３月期 － 0.00 － 17.00 17.00

2022年３月期 － 0.00

2022年３月期（予想） － 17.00 17.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

（％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 44,000 7.2 2,141 3.8 2,221 △3.3 1,013 18.8 112.10

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

１．2022年３月期第２四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年９月30日）

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（２）連結財政状態

２．配当の状況

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022年３月31日）



（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） 2022年３月期２Ｑ 9,597,400株 2021年３月期 9,597,400株

②  期末自己株式数 2022年３月期２Ｑ 561,085株 2021年３月期 561,085株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期２Ｑ 9,036,315株 2021年３月期２Ｑ 9,398,317株

※　注記事項

新規  －社  （社名）　　　　　 、除外 －社  （社名）

(注)詳細は、添付資料Ｐ.７「四半期連結財務諸表及び主な注記　（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

（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．７「四半期連結財務諸表及び主な注記（４）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）

※  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。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,628 7,107

受取手形及び売掛金 4,059 3,535

商品 1,633 1,591

販売用不動産 518 169

その他 1,148 1,125

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 13,986 13,529

固定資産

有形固定資産 3,284 3,537

無形固定資産

のれん 95 59

その他 107 99

無形固定資産合計 203 158

投資その他の資産

差入保証金 5,499 5,800

その他 1,714 1,850

投資その他の資産合計 7,214 7,651

固定資産合計 10,702 11,347

資産合計 24,688 24,876

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）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,464 2,198

短期借入金 1,500 1,500

１年内返済予定の長期借入金 308 285

未払法人税等 389 437

賞与引当金 216 312

その他 2,966 2,704

流動負債合計 7,846 7,439

固定負債

長期借入金 625 489

役員退職慰労引当金 5 5

退職給付に係る負債 204 206

資産除去債務 199 264

長期預り保証金 5,482 5,779

その他 452 347

固定負債合計 6,969 7,093

負債合計 14,816 14,532

純資産の部

株主資本

資本金 255 255

資本剰余金 1,471 1,455

利益剰余金 6,521 7,028

自己株式 △414 △414

株主資本合計 7,833 8,324

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 162 250

為替換算調整勘定 △14 △6

その他の包括利益累計額合計 148 244

非支配株主持分 1,890 1,775

純資産合計 9,871 10,344

負債純資産合計 24,688 24,876
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（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日

　至 2021年９月30日)

売上高 19,310 21,320

売上原価 14,692 15,890

売上総利益 4,618 5,429

販売費及び一般管理費 3,652 4,225

営業利益 966 1,204

営業外収益

受取利息及び配当金 10 11

雇用調整助成金 66 30

受取補償金 25 46

その他 46 25

営業外収益合計 148 114

営業外費用

支払利息 5 3

支払補償費 11 45

その他 6 1

営業外費用合計 23 50

経常利益 1,091 1,267

特別利益

固定資産売却益 38 －

雇用調整助成金 22 －

特別利益合計 60 －

特別損失

固定資産除売却損 1 0

感染症関連損失 20 －

特別損失合計 22 0

税金等調整前四半期純利益 1,130 1,267

法人税等 408 444

四半期純利益 721 822

非支配株主に帰属する四半期純利益 124 161

親会社株主に帰属する四半期純利益 596 660

（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２四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日

　至 2021年９月30日)

四半期純利益 721 822

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 77 88

為替換算調整勘定 △18 11

その他の包括利益合計 59 99

四半期包括利益 780 922

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 653 757

非支配株主に係る四半期包括利益 127 164

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日

　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,130 1,267

減価償却費 89 101

のれん償却額 91 51

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） 23 95

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △2 1

受取利息及び受取配当金 △10 △11

支払利息 5 3

固定資産除売却損益（△は益） △36 △0

雇用調整助成金 △88 △30

感染症関連損失 20 －

売上債権の増減額（△は増加） 821 534

棚卸資産の増減額（△は増加） 552 410

仕入債務の増減額（△は減少） △574 △291

差入保証金の増減額（△は増加） 184 △269

預り保証金の増減額（△は減少） △168 297

未払消費税等の増減額（△は減少） △133 △31

その他 △290 △320

小計 1,614 1,808

利息及び配当金の受取額 10 11

利息の支払額 △5 △3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △466 △357

雇用調整助成金の受取額 88 30

感染症関連損失による支出 △20 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,220 1,489

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △47 △327

有形固定資産の売却による収入 140 0

無形固定資産の取得による支出 △1 △2

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

事業譲受による支出 － △52

保険積立金の解約による収入 73 1

差入保証金の差入による支出 △12 △29

差入保証金の回収による収入 0 6

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出
△74 －

その他 △4 10

投資活動によるキャッシュ・フロー 72 △394

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △250 －

長期借入金の返済による支出 △158 △158

リース債務の返済による支出 △5 △6

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に

よる支出
－ △80

子会社の自己株式の取得による支出 － △135

配当金の支払額 △162 △153

非支配株主への配当金の支払額 △81 △80

自己株式の取得による支出 △414 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,073 △614

現金及び現金同等物に係る換算差額 19 29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 239 509

現金及び現金同等物の期首残高 6,044 6,598

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,283 7,107

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）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２四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）

　　　（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。

　　　　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。また、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従来

　　　の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約について、新たな会計方針を遡及適用しておりませ

　　　ん。

　　　この結果、当第２四半期連結累計期間の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。

　　　（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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（単位：百万円）

報告セグメント

移動体
通信事業

人材派遣
事業

ビルメンテ
ナンス事業

店舗転貸
借事業

不動産
売買事業

売上高

外部顧客への売上高 6,329 1,133 2,828 4,759 414

セグメント間の内部売上高又は振替

高
－ 58 0 － －

計 6,329 1,192 2,828 4,759 414

セグメント利益又は損失（△） 413 9 205 219 70

報告セグメント

合計
調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書

計上額
（注２）

卸事業 海外事業

売上高

外部顧客への売上高 3,697 148 19,310 － 19,310

セグメント間の内部売上高又は振替

高
－ － 58 △58 －

計 3,697 148 19,369 △58 19,310

セグメント利益又は損失（△） 95 △52 962 3 966

（セグメント情報）

　　　　　（1）報告セグメントの概要

　　　　　　　当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

　　　　　　り、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている

　　　　　　ものであります。

　　　　　　　当社グループは、携帯端末の販売及びその附帯サービス全般を提供する「移動体通信事業」、人材派遣

　　　　　　・業務請負等を提供する「人材派遣事業」、清掃・設備管理・施設警備等を提供する「ビルメンテナンス

　　　　　　事業」、店舗の転貸借、開店・閉店支援サービス等を提供する「店舗転貸借事業」、店舗不動産の仕入販

　　　　　　売や建築販売を提供する「不動産売買事業」、輸入文具、包装資材、自然派化粧品の企画・卸売販売等を

　　　　　　提供する「卸事業」、海外における労働ビザ申請、給与計算、税金・社会保険料計算等の業務を提供する

　　　　　　「海外事業」の７つを報告セグメントとしております。

　　　　　（2）報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額の算定方法

　　　　　　　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重

　　　　　　要な事項」における記載と概ね同一であります。

　　　　　　　報告セグメントの利益又は損失は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振

　　　　　　替高は市場実勢価格を勘案して決定しております。

　　　　　（3）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

前第２四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

（注）１　セグメント利益又は損失（△）の調整額には、セグメント間取引消去３百万円が含まれております。

２　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（単位：百万円）

報告セグメント

移動体
通信事業

人材派遣
事業

ビルメンテ
ナンス事業

店舗転貸
借事業

不動産
売買事業

売上高

外部顧客への売上高 7,976 1,028 2,915 4,996 670

セグメント間の内部売上高又は振替

高
－ 48 0 － －

計 7,976 1,076 2,915 4,996 670

セグメント利益又は損失（△） 394 0 177 339 102

報告セグメント

合計
調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書

計上額
（注２）

卸事業 海外事業

売上高

外部顧客への売上高 3,571 162 21,320 － 21,320

セグメント間の内部売上高又は振替

高
－ 0 48 △48 －

計 3,571 163 21,368 △48 21,320

セグメント利益又は損失（△） 166 20 1,200 3 1,204

当第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

（注）１　セグメント利益又は損失（△）の調整額には、セグメント間取引消去３百万円が含まれております。

２　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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