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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 ％

2022年３月期第３四半期 26,337 21.0 1,373 － 1,416 － 954 －

2021年３月期第３四半期 21,771 △23.2 △301 － △199 － △123 －

（注）包括利益 2022年３月期第３四半期 953百万円 （－％） 2021年３月期第３四半期 △62百万円 （－％）

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３四半期 136.73 －

2021年３月期第３四半期 △16.85 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年３月期第３四半期 42,832 27,012 63.1

2021年３月期 41,312 27,032 65.4

（参考）自己資本 2022年３月期第３四半期 27,012百万円 2021年３月期 27,032百万円

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 － 12.00 － 12.00 24.00

2022年３月期 － 18.00 －

2022年３月期（予想） 12.00 30.00

（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 35,646 17.8 1,284 － 1,302 － 742 － 106.96

（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３四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年12月31日）

（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： 無

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３Ｑ 7,950,000株 2021年３月期 7,950,000株

②  期末自己株式数 2022年３月期３Ｑ 1,135,544株 2021年３月期 766,609株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期３Ｑ 6,978,427株 2021年３月期３Ｑ 7,338,947株

※  注記事項

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（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

本資料に記載されている業績予想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Ｐ.３「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収束が見通せない中、ワクチン

接種率上昇に伴い新規感染者数が減少し、移動や外出などの制限が緩和されるなど回復の兆しが見られたものの、

感染力が強いとされるオミクロン株の発生により感染が再拡大し、依然として先行きは不透明な状況が続いており

ます。

　このような状況のもと、当社グループの各セグメントの概況は以下の通りであります。

（情報・印刷・産業システム機材）

　情報・産業システム機材は、文書のデジタル化事業が官公庁・自治体及び民間企業からの受注が伸長し順調に推

移しました。また、スキャナー等の電子化機器の販売が好調だったほか、業務用ろ過フィルターの販売も順調に推

移しました。

　一方、工業用検査機器の販売が新型コロナウイルス再拡大の影響に伴う設備投資抑制の影響を受け低調に推移し

ました。

　印刷システム機材は、印刷材料の販売は概ね順調でしたが、印刷機器の販売が感染症再拡大の懸念による設備投

資意欲の減退により、若干低調に推移しました。

（金融汎用・選挙システム機材）

　金融汎用システム機材は、貨幣処理機器の販売が金融機関や運輸業界などの設備投資抑制の影響により落ち込み

ました。

　選挙システム機材は、衆議院選挙向けに投票用紙交付機や読取分類機など選挙機器の販売が大幅に伸長しまし

た。また、投開票管理システムの販売についても順調に推移しました。

（紙・紙加工品）

　紙・紙加工品は、医薬品向け紙器用板紙の販売は伸長しましたが、感染症再拡大の影響による経済活動の停滞や

テレワークの拡大により、印刷用紙や情報用紙の販売が需要減少の影響を受けました。

（不動産賃貸・リース事業等）

　不動産賃貸業、リース事業等は堅調に推移しました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高263億37百万円（前年同期比21.0％増）、営業利益

13億73百万円（前年同期は営業損失３億１百万円）、経常利益14億16百万円（前年同期は経常損失１億99百万円）

となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は９億54百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失１億

23百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（流動資産）

　当第３四半期連結会計期間末の流動資産の残高は316億円となり、前連結会計年度末より10億32百万円増加しま

した。

　増加の主な要因は、現金及び預金の増加（８億97百万円）及び売上債権の増加（２億51百万円）、減少の主な要

因は、流動資産の「その他」の減少（１億40百万円）であります。

（固定資産）

　当第３四半期連結会計期間末の固定資産の残高は112億31百万円となり、前連結会計年度末より４億87百万円増

加しました。

　増加の主な要因は、有形固定資産の増加（４億13百万円）であります。

（流動負債）

　当第３四半期連結会計期間末の流動負債の残高は133億61百万円となり、前連結会計年度末より10億51百万円増

加しました。

　増加の主な要因は、電子記録債務の増加（４億５百万円）、未払法人税等の増加（４億７百万円）及び流動負債

の「その他」の増加（６億18百万円）、減少の主な要因は、支払手形及び買掛金の減少（１億80百万円）及び賞与

引当金の減少（１億99百万円）であります。
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（固定負債）

　当第３四半期連結会計期間末の固定負債の残高は24億58百万円となり、前連結会計年度末より４億88百万円増加

しました。

　増加の主な要因は、固定負債の「その他」の増加（４億87百万円）であります。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末の純資産の残高は270億12百万円となり、前連結会計年度末より20百万円減少しま

した。

　増加の要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益９億54百万円及びその他有価証券評価差額金の増加（18百万

円）。減少の要因は、剰余金の配当２億８百万円、自己株式の取得７億64百万円及び退職給付に係る調整累計額の

減少（19百万円）であります。

　この結果、自己資本比率は63.1％（前連結会計年度末は65.4％）となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2022年３月期の連結業績予想につきましては、2021年10月26日に「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表し

ました通期の連結業績予想から変更はありません。

　今後の業績推移や新型コロナウイルス感染症再拡大の影響等により、通期業績予想の見直しが必要と判断した場

合には、速やかに開示いたします。

　なお、上記の予想は、本資料の発表日現在において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

今後の様々な要因により予想数値と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３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 18,481 19,378

受取手形及び売掛金 8,518 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 8,770

商品及び製品 2,411 2,298

仕掛品 68 163

原材料及び貯蔵品 473 515

その他 645 504

貸倒引当金 △30 △31

流動資産合計 30,568 31,600

固定資産

有形固定資産 3,552 3,965

無形固定資産 400 294

投資その他の資産 6,791 6,971

固定資産合計 10,744 11,231

資産合計 41,312 42,832

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,904 4,724

電子記録債務 2,766 3,172

短期借入金 3,516 3,516

未払法人税等 29 437

賞与引当金 388 189

その他 704 1,322

流動負債合計 12,310 13,361

固定負債

退職給付に係る負債 223 225

役員退職慰労引当金 889 888

その他 856 1,344

固定負債合計 1,969 2,458

負債合計 14,279 15,820

純資産の部

株主資本

資本金 1,208 1,208

資本剰余金 2,005 2,005

利益剰余金 24,590 25,335

自己株式 △1,089 △1,854

株主資本合計 26,714 26,694

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 153 172

退職給付に係る調整累計額 164 144

その他の包括利益累計額合計 318 317

純資産合計 27,032 27,012

負債純資産合計 41,312 42,832

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：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

売上高 21,771 26,337

売上原価 16,952 19,831

売上総利益 4,819 6,506

販売費及び一般管理費 5,120 5,132

営業利益又は営業損失（△） △301 1,373

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 39 40

持分法による投資利益 19 －

貸倒引当金戻入額 0 0

その他 69 42

営業外収益合計 129 83

営業外費用

支払利息 24 28

持分法による投資損失 － 12

その他 2 －

営業外費用合計 27 40

経常利益又は経常損失（△） △199 1,416

特別利益

会員権売却益 － 1

特別利益合計 － 1

特別損失

固定資産除却損 － 5

会員権売却損 1 －

特別損失合計 1 5

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
△201 1,411

法人税、住民税及び事業税 34 423

法人税等調整額 △111 33

法人税等合計 △77 457

四半期純利益又は四半期純損失（△） △123 954

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△123 954

（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：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △123 954

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 76 19

退職給付に係る調整額 △15 △19

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △0

その他の包括利益合計 60 △0

四半期包括利益 △62 953

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △62 953

（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）

　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

り、顧客への販売における当社の役割が代理人に該当する取引について、従来顧客から受け取る対価の総額を収

益として認識していましたが、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法

に変更しております。また、当社が提供する保守サービスにつきましては、履行義務が時の経過につれて充足さ

れるため、顧客との契約期間に従い一定の期間にわたって収益を認識しております。

なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取り扱いを適用し、商品又は製品の

国内販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場

合には、出荷時点に収益を認識しております。

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、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、

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前の取扱いに従

ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識

会計基準第86項また書き(1)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行われた契約変

更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第１四

半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は７百万円減少し、売上原価は７百万円減少しております。ま

た、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。

　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示してい

た「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示す

ることといたしました。なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に

ついて新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業

会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係

る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

（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。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。

（追加情報）

　（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）

　前連結会計年度の有価証券報告書に記載した、新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定及び会計上の見積

りについて、重要な変更はありません。
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(単位：百万円）

報告セグメント
調整額

(注)１

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)２

情報・印刷・
産業システム
機材

金融汎用・選
挙システム機
材

紙・紙加工品
不動産賃貸・
リース事業等

合計

売上高

外部顧客への売上高 12,968 2,502 6,095 205 21,771 － 21,771

セグメント間の内部売上高

又は振替高
0 － 32 226 260 △260 －

計 12,969 2,502 6,128 432 22,032 △260 21,771

セグメント利益又は損

失（△）
△114 △181 △100 93 △303 2 △301

(単位：百万円）

報告セグメント
調整額

(注)１

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)２

情報・印刷・
産業システム
機材

金融汎用・選
挙システム機
材

紙・紙加工品
不動産賃貸・
リース事業等

合計

売上高

一時点で移転される財又はサ

ービス
13,568 5,657 6,083 － 25,309 － 25,309

一定の期間にわたり移転され

る財又はサービス
541 280 － － 822 － 822

顧客との契約から生じる収益 14,109 5,938 6,083 － 26,131 － 26,131

その他の収益 － － － 206 206 － 206

外部顧客への売上高 14,109 5,938 6,083 206 26,337 － 26,337

セグメント間の内部売上高

又は振替高
2 － 32 240 274 △274 －

計 14,112 5,938 6,115 446 26,612 △274 26,337

セグメント利益又は損失

（△）
△259 1,501 △31 160 1,371 1 1,373

（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2020年４月１日　至2020年12月31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）１．　セグメント間取引消去であります。

２．　セグメント利益又は損失（△）の金額の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を

行っております。

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2021年４月１日　至2021年12月31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並びに収益の分解情報

（注）１．　セグメント間取引消去であります。

２．　セグメント利益又は損失（△）の金額の合計額は、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。

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。

３．その他

継続企業の前提に関する重要事象等

　該当事項はありません。
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