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(百万円未満切捨て) 

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） 
（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 4,076 119.6 989 138.0 975 140.3 667 151.2 

2021年３月期第２四半期 1,855 20.8 415 △15.5 406 △16.6 265 △18.6 
 
(注) 包括利益 2022年３月期第２四半期 668 百万円 ( 154.2 ％) 2021年３月期第２四半期 263 百万円 ( △18.5 ％) 

  

 
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 

2022年３月期第２四半期 49.18 ― 

2021年３月期第２四半期 19.58 ― 

(注)当社は、2021年10月１日付で普通株式１株につき２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出しております。 
 

（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３月期第２四半期 3,833 3,074 80.2 

2021年３月期 3,465 2,779 80.2 
 
(参考) 自己資本 2022年３月期第２四半期 3,074 百万円  2021年３月期 2,779 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３月期 ― 0.00 ― 55.00 55.00 

2022年３月期 ― 0.00       

2022年３月期(予想)     ― 35.00 35.00 

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

(注)当社は、2021年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。2021年３月期につ 

  いては、当該株式分割前の実際の配当の額を記載しております。 

 

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） 
 (％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 6,400 45.1 1,700 53.3 1,710 53.6 1,137 52.2 83.80 

(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)当社は、2021年10月１日付で普通株式１株につき２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株当たり当期純利益を算出しております。 



 

 

 
※ 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 ： 無 

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 

  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 ： 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 

（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３月期２Ｑ 13,580,000株 2021年３月期 13,580,000株 

② 期末自己株式数 2022年３月期２Ｑ 848株 2021年３月期 550株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期２Ｑ 13,579,292株 2021年３月期２Ｑ 13,579,531株 

  (注)当社は、2021年10月１日付で普通株式１株につき２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、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、その業績を当社としてお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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１．四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 2,629,959 2,762,423

売掛金 389,069 520,038

仕掛品 33,187 173,190

前払費用 7,605 9,447

その他 52,921 ―

流動資産合計 3,112,743 3,465,099

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 25,247 24,033

工具、器具及び備品（純額） 11,860 11,362

有形固定資産合計 37,107 35,395

無形固定資産

ソフトウエア 35,749 57,192

商標権 263 236

無形固定資産合計 36,012 57,429

投資その他の資産

投資有価証券 216,266 206,178

繰延税金資産 15,270 21,462

敷金及び保証金 48,247 47,847

投資その他の資産合計 279,784 275,488

固定資産合計 352,904 368,313

資産合計 3,465,647 3,833,413
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(単位：千円)

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 322,841 280,568

未払金 64,034 57,987

未払費用 7,989 7,681

未払法人税等 212,388 332,179

未払消費税等 67,104 74,288

前受金 2,682 1,188

その他 5,182 5,376

流動負債合計 682,225 759,270

固定負債

繰延税金負債 3,685 ―

固定負債合計 3,685 ―

負債合計 685,910 759,270

純資産の部

株主資本

資本金 263,778 263,778

資本剰余金 253,298 253,298

利益剰余金 2,265,100 2,559,464

自己株式 △920 △1,717

株主資本合計 2,781,255 3,074,822

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △1,518 △679

その他の包括利益累計額合計 △1,518 △679

純資産合計 2,779,737 3,074,143

負債純資産合計 3,465,647 3,833,413
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
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 1,855,831 4,076,250

売上原価 1,124,616 2,720,428

売上総利益 731,215 1,355,821

販売費及び一般管理費 315,280 365,993

営業利益 415,934 989,828

営業外収益

その他 24 523

営業外収益合計 24 523

営業外費用

持分法による投資損失 9,812 11,297

寄付金 ― 3,080

営業外費用合計 9,812 14,377

経常利益 406,146 975,974

特別損失

投資有価証券評価損 14,602 ―

その他 ― 722

特別損失合計 14,602 722

税金等調整前四半期純利益 391,544 975,251

法人税、住民税及び事業税 124,324 317,700

法人税等調整額 1,396 △10,247

法人税等合計 125,721 307,452

四半期純利益 265,823 667,799

非支配株主に帰属する四半期純利益 ― ―

親会社株主に帰属する四半期純利益 265,823 667,799
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
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 265,823 667,799

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,798 838

その他の包括利益合計 △2,798 838

四半期包括利益 263,024 668,638

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 263,024 668,638

非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
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 391,544 975,251

減価償却費 12,256 11,708

受取利息及び受取配当金 △5 △6

投資有価証券評価損益（△は益） 14,602 ―

持分法による投資損益（△は益） 9,812 11,297

売上債権の増減額（△は増加） 13,690 △130,968

仕掛品の増減額（△は増加） △14,410 △140,002

前払費用の増減額（△は増加） 2,077 △1,841

仕入債務の増減額（△は減少） △12,244 △42,273

未払金の増減額（△は減少） 10,418 △6,047

未払費用の増減額（△は減少） △1,112 △307

前受金の増減額（△は減少） △501 △1,494

未払消費税等の増減額（△は減少） △49,969 24,348

その他 20,266 6,466

小計 396,424 706,129

利息及び配当金の受取額 5 6

法人税等の支払額 △240,003 △168,087

営業活動によるキャッシュ・フロー 156,426 538,047

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 △9,361 △1,668

無形固定資産の取得による支出 △8,611 △29,345

関係会社株式の取得による支出 △47,700 ―

投資活動によるキャッシュ・フロー △65,672 △31,013

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △143 △797

配当金の支払額 △271,025 △373,772

財務活動によるキャッシュ・フロー △271,168 △374,569

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △180,414 132,464

現金及び現金同等物の期首残高 2,120,255 2,629,959

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,939,840 2,762,423
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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。

（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いたしました。これによる

四半期連結財務諸表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。

（重要な後発事象）

（株式分割について）

当社は、2021年８月31日開催の取締役会において、2021年10月１日をもって株式分割を行うことについて決議

いたしました。

(１) 株式分割の目的

株式分割を実施することで、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、流動性の向上及び

投資家層の拡大を図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

　2021年９月30日（木曜日）を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主が所有する

　普通株式を１株につき２株の割合をもって分割いたします。

　②分割により増加する株式数

　株式分割前の発行済株式総数 6,790,000株

　今回の分割により増加する株式数 6,790,000株

　株式分割後の発行済株式総数 13,580,000株

　株式分割後の発行可能株式総数 20,000,000株

　③分割の日程

　 基準日公告 2021年９月15日（水曜日）

　 基準日 2021年９月30日（木曜日）

　 効力発生日 2021年10月１日（金曜日）

(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は、サマリー情報の「１株当たり四半期純利益」に反映されております。

　


