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（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 ％

４年２月期第３四半期 4,535 13.1 347 77.5 360 81.0 263 36.6

３年２月期第３四半期 4,008 △16.8 195 △57.4 199 △56.7 192 △57.1

（注）包括利益 ４年２月期第３四半期 256百万円（22.1％） ３年２月期第３四半期 210百万円（△53.9％）

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

４年２月期第３四半期 31.95 －

３年２月期第３四半期 22.87 －

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

４年２月期第３四半期 4,305 3,639 84.5 443.05

３年２月期 4,069 3,559 87.5 421.76

（参考）自己資本 ４年２月期第３四半期 3,639百万円 ３年２月期 3,559百万円

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

３年２月期 － 4.00 － 4.00 8.00

４年２月期 － 4.00 －

４年２月期（予想） 5.00 9.00

（％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 6,300 17.6 420 86.9 430 86.5 320 12.2 38.83

１．令和４年２月期第３四半期の連結業績（令和３年３月１日～令和３年11月30日）

（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：有

配当予想の修正については、本日（令和４年１月14日）公表いたしました「通算業績予想および配当予想の修正に

関するお知らせ」をご覧ください。

３．令和４年２月期の連結業績予想（令和３年３月１日～令和４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） ４年２月期３Ｑ 8,490,103株 ３年２月期 8,490,103株

②  期末自己株式数 ４年２月期３Ｑ 276,084株 ３年２月期 50,084株

③  期中平均株式数（四半期累計） ４年２月期３Ｑ 8,249,435株 ３年２月期３Ｑ 8,436,867株

※  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：有

(注)詳細は、添付資料７ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）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

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）

※  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。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２ページ「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情報に関する説明」をご覧ください。
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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

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ワクチン接種率が高まり新規感染

者数が減少したことで経済活動を段階的に引き上げていく動きが見えてきているものの、海外で新たな新型コロナ

ウイルス変異株（オミクロン）の感染急拡大とともに国内で同変異株での新たな感染者が見られるなど、依然とし

て先行きが不透明な状況が続いております。

このような中、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は、4,535百万円（前年同期比13.1％増）、

営業利益は347百万円（前年同期比77.5％増）、経常利益は360百万円（前年同期比81.0％増）、親会社株主に帰属

する四半期純利益は263百万円（前年同期比36.6％増）と前年同期実績を上回る結果となりました。

  セグメントの概況は次のとおりであります。

＜キャラクターエンタテインメント事業＞

キャラクターエンタテインメント事業におきましては、緊急事態宣言が解除されて以降、お取引先店舗の来場者

数も回復基調となり、人気お菓子キャラクター「たべっ子どうぶつ」や「星のカービィ」等の定番キャラクターの

受注が好調に推移した結果、売上高2,862百万円（前年同期比33.1％増）、営業利益251百万円（前年同期比80.3％

増）と前年同期実績を上回りました。

＜キャラクター・ファンシー事業＞

キャラクター・ファンシー事業におきましては、人気お菓子キャラクター「たべっ子どうぶつ」や「トムとジェ

リー」商品等の販売が好調に推移しましたが、昨年の社会現象ともいえる人気漫画「鬼滅の刃」商品の売上実績を

補うまでには至らず売上高1,673百万円（前年同期比9.9％減）となりました。

但し、オリジナル商品の売上構成比率が上昇し利益率が改善したことから、営業利益は95百万円（前年同期比

70.8％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて236百万円増加し、4,305百万円とな

りました。これは主に、現金及び預金の減少額136百万円により一部相殺されたものの、受取手形及び売掛金の増

加額316百万円、流動資産「その他」の増加額130百万円によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べて156百万円増加し、666百万円となりました。これは主に、買掛金の増加額70

百万円、未払法人税等の増加額42百万円によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べて79百万円増加し、3,639百万円となりました。これは主に、自己株式の増

加額109百万円により一部相殺されたものの、利益剰余金の増加額196百万円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、最近の業績の動向等を踏まえ、令和３年４月14日に公表いたしました令和

４年２月期（通期）の連結業績予想を修正いたしました。

  なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本日（令和４年１月14日）公表の「通期業績予想および配当予想の

修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(令和３年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(令和３年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,613,178 2,476,845

受取手形及び売掛金 596,703 912,743

電子記録債権 130,023 88,319

商品 259,902 273,549

その他 126,033 256,487

貸倒引当金 △246 △346

流動資産合計 3,725,595 4,007,599

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 14,697 14,697

減価償却累計額 △14,697 △14,697

建物及び構築物（純額） 0 0

その他 177,836 198,189

減価償却累計額 △155,089 △173,890

その他（純額） 22,746 24,299

有形固定資産合計 22,746 24,299

無形固定資産 40,302 31,359

投資その他の資産

投資有価証券 82,522 71,454

退職給付に係る資産 45,412 46,543

繰延税金資産 140,310 112,306

その他 13,629 13,056

貸倒引当金 △876 △876

投資その他の資産合計 280,998 242,484

固定資産合計 344,048 298,144

資産合計 4,069,644 4,305,743

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
(令和３年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(令和３年11月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 252,577 322,789

未払法人税等 7,316 49,758

賞与引当金 20,475 49,905

その他 185,498 199,140

流動負債合計 465,867 621,593

固定負債

執行役員退職慰労引当金 1,925 2,702

その他 42,208 42,208

固定負債合計 44,133 44,910

負債合計 510,001 666,504

純資産の部

株主資本

資本金 461,997 461,997

資本剰余金 494,865 494,226

利益剰余金 2,584,567 2,781,518

自己株式 △19,043 △128,805

株主資本合計 3,522,387 3,608,936

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 37,484 28,568

繰延ヘッジ損益 2,724 1,899

為替換算調整勘定 △2,953 △165

その他の包括利益累計額合計 37,255 30,302

純資産合計 3,559,643 3,639,239

負債純資産合計 4,069,644 4,305,743
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　令和２年３月１日

　至　令和２年11月30日)

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

売上高 4,008,968 4,535,535

売上原価 2,781,505 3,126,967

売上総利益 1,227,463 1,408,567

販売費及び一般管理費

給料及び手当 304,719 316,384

賞与引当金繰入額 37,910 49,905

退職給付費用 8,354 10,708

執行役員退職慰労引当金繰入額 762 777

荷造運搬費 214,132 240,324

貸倒引当金繰入額 522 99

その他 465,540 443,251

販売費及び一般管理費合計 1,031,942 1,061,451

営業利益 195,520 347,116

営業外収益

受取利息 20 61

受取配当金 600 706

為替差益 697 3,525

雇用調整助成金 1,816 8,355

その他 1,453 1,286

営業外収益合計 4,588 13,934

営業外費用

支払利息 661 －

自己株式取得費用 － 208

その他 50 1

営業外費用合計 712 209

経常利益 199,396 360,840

税金等調整前四半期純利益 199,396 360,840

法人税、住民税及び事業税 35,362 64,986

法人税等調整額 △28,956 32,287

法人税等合計 6,405 97,273

四半期純利益 192,990 263,567

親会社株主に帰属する四半期純利益 192,990 263,567

（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）

前第３四半期連結累計期間
(自　令和２年３月１日

　至　令和２年11月30日)

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

四半期純利益 192,990 263,567

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 20,237 △8,916

繰延ヘッジ損益 △2,461 △824

為替換算調整勘定 △636 2,787

その他の包括利益合計 17,140 △6,953

四半期包括利益 210,130 256,613

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 210,130 256,613

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）

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）

①簡便な会計処理

固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する方法

によっております。

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

該当事項はありません。

（追加情報）

当社グループでは、新型コロナウイルス感染症の影響については、前連結会計年度末時点の仮定に重要な変更を

行っておらず、当該仮定に基づき、繰延税金資産（112,306千円）の計上にあたっては、将来の課税所得の見積を

行い回収可能性の判断を行っております。

なお、当該仮定は不確実性が高く、新型コロナウイルスの感染拡大の状況やその経済への影響が当初の想定より

変化した場合には、繰延税金資産が減額され税金費用が計上される可能性があります。
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（単位：千円）

報告セグメント

調整額

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）

キャラクター
エンタテイン
メント事業

キャラクター・
ファンシー

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 2,151,318 1,857,650 4,008,968 － 4,008,968

セグメント間の

内部売上高又は振替高
－ 85 85 (85) －

計 2,151,318 1,857,735 4,009,054 (85) 4,008,968

セグメント利益 139,480 56,040 195,520 － 195,520

（単位：千円）

報告セグメント

調整額

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）

キャラクター
エンタテイン
メント事業

キャラクター・
ファンシー

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 2,862,413 1,673,121 4,535,535 － 4,535,535

セグメント間の

内部売上高又は振替高
－ 587 587 (587) －

計 2,862,413 1,673,708 4,536,122 (587) 4,535,535

セグメント利益 251,424 95,691 347,116 － 347,116

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間（自  令和２年３月１日    至  令和２年11月30日）

１．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

（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

  該当事項はありません。

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

１．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

（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

  該当事項はありません。
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