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(百万円未満切捨て)

１．2022年２月期第３四半期の連結業績（2021年３月１日～2021年11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２月期第３四半期 6,050 9.0 460 153.6 488 19.0 321 25.8

2021年２月期第３四半期 5,549 △9.7 181 △66.3 410 △25.3 255 △27.3
(注) 包括利益 2022年２月期第３四半期 321百万円( 25.8％) 2021年２月期第３四半期 255百万円( △27.3％)
　

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２月期第３四半期 40.82 －

2021年２月期第３四半期 32.46 －
　　

（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２月期第３四半期 4,301 3,306 76.5

2021年２月期 4,283 3,231 75.2
(参考) 自己資本 2022年２月期第３四半期 3,292百万円 2021年２月期 3,223百万円

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２月期 － 16.00 － 16.00 32.00

2022年２月期 － 16.00 －

2022年２月期(予想) 17.00 33.00
(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) 2022年２月期(予想)期末配当金の内訳 普通配当金 16円00銭 40周年記念配当金 1円00銭
　

３．2022年２月期の連結業績予想（2021年３月１日～2022年２月28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 8,100 7.5 580 130.4 600 7.6 376 △0.7 47.79
(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 ： 有
　　

（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) 2022年２月期３Ｑ 8,167,498株 2021年２月期 8,167,498株

② 期末自己株式数 2022年２月期３Ｑ 300,215株 2021年２月期 300,215株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年２月期３Ｑ 7,867,283株 2021年２月期３Ｑ 7,867,283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
上記の2022年２月期業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々
な要因により予想数値と異なる可能性がありますことをご了承ください。
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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により緊急事態宣言が

再発令される等、経済活動や個人消費が再び制限を受けることになりました。その後、９月末の緊急事態宣言・ま

ん延防止等重点措置の解除やワクチン接種の普及に伴い、経済活動の正常化が期待されておりますが、新たな変異

ウイルスの感染拡大が報じられるなど、景気の先行きは依然不透明な状況となっております。

このような経済環境の中、当社グループにおきましては、「デジタル・トランスフォーメーション(DX)」と言わ

れるデジタル化への投資の流れに加え、主要顧客である大手製造業各社の景気動向が改善傾向にあることから、堅

調な受注を維持することが出来ました。

また、研修制度の見直しや社内コミュニケーションの確保・増加などに取り組み、人材の確保・育成に注力する

とともに働き方改革の一環としてテレワークの定着に努めてまいりました。引き続きDX投資も含めて、働きやすさ

と働きがいの充実に取り組んでまいります。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は6,050百万円（前年同期比9.0％増）、営業利益は460百

万円（同153.6％増）、経常利益は488百万円（同19.0％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は321百万円（同

25.8％増）となりました。

なお、当社グループは単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。

（２）財政状態に関する説明

（資産、負債及び純資産の状況）

当第３四半期連結会計期間末における資産合計額は4,301百万円となり、前連結会計年度末比18百万円の増加とな

りました。これは主に、現金及び預金が81百万円減少したこと、受取手形及び売掛金が104百万円増加したことによ

るものであります。

負債合計額は995百万円となり、前連結会計年度末比56百万円の減少となりました。これは主に未払費用が62百万

円増加したこと、未払法人税等が48百万円増加したこと、賞与引当金が229百万円減少したことによるものでありま

す。

純資産合計額は3,306百万円となり、前連結会計年度末比74百万円の増加となりました。これは、親会社株主に帰

属する四半期純利益の計上等に伴い利益剰余金が69百万円増加したことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の連結業績予想につきましては、2021年４月12日に公表いたしました連結業績予想から変更はありません。

業績予想を見直す必要が生じた場合には、速やかに開示する予定であります。
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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
(2021年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,992,163 1,910,202

受取手形及び売掛金 844,305 948,991

仕掛品 272,981 294,368

原材料及び貯蔵品 12,915 12,106

その他 368,328 350,454

貸倒引当金 △5,070 △5,765

流動資産合計 3,485,622 3,510,359

固定資産

有形固定資産

土地 410,407 410,407

その他（純額） 115,525 112,292

有形固定資産合計 525,932 522,699

無形固定資産

その他 9,074 7,397

無形固定資産合計 9,074 7,397

投資その他の資産 263,004 261,471

固定資産合計 798,012 791,569

資産合計 4,283,635 4,301,928

負債の部

流動負債

買掛金 12,038 4,919

未払費用 98,939 161,830

未払法人税等 59,231 107,875

賞与引当金 238,799 9,090

受注損失引当金 7,512 23,728

その他 471,880 518,047

流動負債合計 888,403 825,491

固定負債

役員退職慰労引当金 55,791 62,691

その他 108,197 107,535

固定負債合計 163,989 170,226

負債合計 1,052,392 995,718

純資産の部

株主資本

資本金 214,265 214,265

資本剰余金 119,265 119,265

利益剰余金 3,231,621 3,301,047

自己株式 △341,828 △341,828

株主資本合計 3,223,322 3,292,749

新株予約権 7,919 13,461

純資産合計 3,231,242 3,306,210

負債純資産合計 4,283,635 4,301,928
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2020年３月１日
　至 2020年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
　至 2021年11月30日)

売上高 5,549,878 6,050,172

売上原価 4,648,972 4,859,990

売上総利益 900,905 1,190,181

販売費及び一般管理費 719,304 729,712

営業利益 181,601 460,469

営業外収益

受取利息 12 10

保険配当金 10,970 -

受取保険金 30,000 -

雇用調整助成金 186,305 25,891

その他 1,997 2,635

営業外収益合計 229,285 28,536

営業外費用

支払利息 126 122

その他 7 25

営業外費用合計 133 147

経常利益 410,753 488,858

税金等調整前四半期純利益 410,753 488,858

法人税等 155,348 167,678

四半期純利益 255,404 321,179

親会社株主に帰属する四半期純利益 255,404 321,179
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2020年３月１日
　至 2020年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
　至 2021年11月30日)

四半期純利益 255,404 321,179

四半期包括利益 255,404 321,179

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 255,404 321,179

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３四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。ただ

し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を

使用する方法によっております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（セグメント情報等）

当社グループはエンジニアリング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。

　


