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（１）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 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 3,527 － 104 － 142 － 110 －

2021年２月期第３四半期 － － － － － － － －

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 23.55 －

2021年２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 ％

2022年２月期第３四半期 8,568 4,497 52.5

2021年２月期 8,456 4,428 52.4

（参考）自己資本 2022年２月期第３四半期 4,497百万円 2021年２月期 4,428百万円

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２月期 － 0.00 － 10.00 10.00

2022年２月期 － 0.00 －

2022年２月期（予想） 10.00 10.00

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 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 4,698 7.7 139 659.9 189 196.8 146 － 31.22

１．2022年２月期第３四半期の業績（2021年３月１日～2021年11月30日）

（注）2021年２月期第３四半期は連結業績を開示しておりましたが、2022年２月期第２四半期より非連結での業績を開示

しております。そのため、2021年２月期第３四半期の経営成績（累計）及び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）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

３．2022年２月期の業績予想（2021年３月１日～2022年２月28日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年２月期３Ｑ 4,691,555株 2021年２月期 4,691,555株

②  期末自己株式数 2022年２月期３Ｑ 5,571株 2021年２月期 5,571株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年２月期３Ｑ 4,685,984株 2021年２月期３Ｑ 4,685,984株

※  注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

（２）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

（３）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

　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、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、四半期決算短信(添付資料）２ページ(業績

予想などの将来予想情報に関する説明)をご覧下さい。
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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３四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルスのワクチン接種が普及したことで感染者が

　　　減少し、経済活動に回復の兆しが見え始めましたが今後の感染症再拡大への懸念を完全に払拭することはできず

　　　先行きに対する不透明感は残ったままとなっており、また、半導体・電子部品の需給が逼迫し、商品供給の遅れが

　　　発生、原油価格を始めとする原材料価格が上昇するなど、先行き予断を許さない状況が続いております。

　このような状況のもと、当社といたしましては、経営方針として、“重点指向”を掲げ、お客様のニーズにあっ

た製品の開発・販売に注力し、販路拡大に努めてまいりました。

　この結果当社の経営成績につきましては、当第３四半期累計期間の売上高は3,527,824千円、営業利益104,861千

円、経常利益142,365千円、四半期純利益110,359千円となりました。

　セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

<電線事業>

　電線事業につきましては、新型コロナウイルス感染拡大に伴う受注減から回復へ向かったものの建設電販関連は

全体的なマイナス傾向にあり、資材高騰も伴って売上高3,251,104千円となり、セグメント利益180,823千円となり

ました。

<トータルソリューション事業>

　トータルソリューション事業につきましては、遠隔業務支援システム（nvEye’s）搭載可能なスマートグラスや

介護施設等へ設置しているJSEEQ-CareⓇの継続的受注により売上高276,719千円となり、コスト面では、プロジェ

クト管理による収益性の改善に努めましたがソフトウェア等の研究開発費の増加によりセグメント損失75,962千円

となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産の部）

　当第３四半期会計期間末の総資産残高は8,568,021千円となり、前事業年度末に比べ111,040千円増加いたしまし

た。その主な要因は、現金及び預金の増加51,137千円、仕掛品の増加55,390千円、原材料及び貯蔵品の増加45,293

千円、建物の減少71,789千円等によるものであります。

（負債の部）

　当第３四半期会計期間末の負債残高は4,070,207千円となり、前事業年度末に比べ42,183千円増加いたしまし

た。その主な要因は支払手形及び買掛金の増加156,639千円、電子記録債務の増加118,010千円、短期借入金の減少

34,000千円、流動負債のその他の減少100,493千円、長期借入金の減少76,966千円等によるものであります。

（純資産の部）

　当第３四半期会計期間末の純資産残高は4,497,813千円となり、前事業年度末に比べ68,857千円増加いたしまし

た。その主な要因は四半期純利益110,359千円及び剰余金の配当46,859千円等によるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2022年２月期の連結業績予想に付きましては、2021年９月14日から発表した内容から変更はありません。
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（単位：千円）

前事業年度
(2021年２月28日)

当第３四半期会計期間
(2021年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 491,882 543,020

受取手形及び売掛金 1,567,270 1,561,184

電子記録債権 254,337 272,935

商品及び製品 404,502 445,273

仕掛品 166,290 221,681

原材料及び貯蔵品 350,966 396,259

その他 30,090 59,877

貸倒引当金 △182 △187

流動資産合計 3,265,158 3,500,044

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,095,806 2,024,017

土地 1,045,837 1,045,837

その他（純額） 231,097 188,989

有形固定資産合計 3,372,742 3,258,844

無形固定資産 16,682 13,815

投資その他の資産

投資不動産（純額） 1,579,501 1,578,583

その他 222,895 216,733

投資その他の資産合計 1,802,397 1,795,316

固定資産合計 5,191,822 5,067,976

資産合計 8,456,980 8,568,021

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 238,948 395,587

電子記録債務 434,762 552,773

短期借入金 734,000 700,000

1年内返済予定の長期借入金 120,228 110,148

賞与引当金 21,138 50,469

その他 223,869 123,375

流動負債合計 1,772,947 1,932,354

固定負債

長期借入金 1,951,234 1,874,268

退職給付引当金 124,830 74,971

役員退職慰労引当金 146,816 146,816

資産除去債務 － 10,330

その他 32,196 31,467

固定負債合計 2,255,077 2,137,853

負債合計 4,028,024 4,070,207

純資産の部

株主資本

資本金 647,785 647,785

資本剰余金 644,838 644,838

利益剰余金 3,092,024 3,155,523

自己株式 △2,659 △2,659

株主資本合計 4,381,988 4,445,488

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 46,967 52,325

評価・換算差額等合計 46,967 52,325

純資産合計 4,428,956 4,497,813

負債純資産合計 8,456,980 8,568,021

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表
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（単位：千円）

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

売上高 3,527,824

売上原価 2,675,914

売上総利益 851,909

販売費及び一般管理費 747,048

営業利益 104,861

営業外収益

受取賃貸料 50,562

助成金収入 8,601

その他 2,973

営業外収益合計 62,137

営業外費用

支払利息 15,585

賃貸収入原価 6,451

その他 2,596

営業外費用合計 24,633

経常利益 142,365

税引前四半期純利益 142,365

法人税、住民税及び事業税 20,737

法人税等調整額 11,268

法人税等合計 32,006

四半期純利益 110,359

（２）四半期損益計算書

（第３四半期累計期間）
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（３）四半期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）

(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積り）

新型コロナウイルス感染症の拡大による当社グループの生産面、販売面における現時点までの影響については、

大きな増加や減少は見受けられておらず、限定的であります。

しかし、新型コロナウイルス感染症は経済、企業活動に広範な影響を与える事象であり、また、今後の広がり方

や収束時期等を予想することは困難なことから、当第３四半期会計期間末時点で入手可能な外部の情報等を踏まえ

て、今後、2023年２月期の一定期間にわたり当該影響が継続するとの仮定のもと、繰延税金資産の回収可能性等の

会計上の見積りを行っております。

報告セグメント

調整額
四半期損益計
算書計上額

(注)電線事業
トータルソリ
ューション

事業
合計

売上高

外部顧客への売上高 3,251,104 276,719 3,527,824 － 3,527,824

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 3,251,104 276,719 3,527,824 － 3,527,824

セグメント利益又は損失

（△）
180,823 △75,962 104,861 － 104,861

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当第３四半期累計期間（自　2021年３月１日　至　2021年11月30日）

　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　　　　　（単位：千円）

(注) セグメント利益又は損失の合計は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

- 5 -

ＪＭＡＣＳ株式会社（5817） 2022年２月期　第３四半期決算短信


