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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）

(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 4,164 △7.0 112 △35.7 136 △27.1 100 △21.7

2021年3月期第3四半期 4,477 △1.6 174 78.5 187 82.3 127 81.7

（注）包括利益 2022年3月期第3四半期　　109百万円 （△22.5％） 2021年3月期第3四半期　　141百万円 （75.7％）

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 34.62 ―

2021年3月期第3四半期 43.41 ―

(2) 連結財政状態

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

2022年3月期第3四半期 3,465 1,696 48.9 589.98

2021年3月期 3,533 1,657 46.9 564.64

（参考）自己資本 2022年3月期第3四半期 1,696百万円 2021年3月期 1,657百万円

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 ― 10.00 10.00

2022年3月期 ― 0.00 ―

2022年3月期（予想） 10.00 10.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

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 5,653 △4.8 149 △26.4 173 △20.7 116 △21.2 40.22

（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（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 ： 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 ： 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3月期3Q 2,940,000 株 2021年3月期 2,940,000 株

② 期末自己株式数 2022年3月期3Q 65,420 株 2021年3月期 5,120 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年3月期3Q 2,879,999 株 2021年3月期3Q 2,934,880 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

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「（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

当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、引き続き新型コロナウイルス感染症拡大による状況の中、

ワクチン接種の進展により、経済活動の持ち直しが期待されたものの、新たに感染力の強い変異株の感染拡大懸念

や、半導体をはじめ各種部品の供給不足による生産活動の停滞等、先行きは不透明な状況が続いております。

当社グループを取り巻く環境におきましても、企業間競争の激化に加えて、新型コロナウイルス感染拡大の継続

が依然として業績に大きく影響を及ぼしている一方で、一部では感染防止対策による業務のニーズも高まっており

ます。雇用情勢におきましては、緊急事態宣言が解除されたことによる経済活動の再開により、緩やかに回復して

まいりました。

このような状況のもと、当社グループは「信頼されるサービスの提供」を目指した経営姿勢のもと、各分野にお

いて十分な感染症対策を講じた勤務体制および業務品質の向上に取り組むとともに、お客さまのニーズに寄り添っ

た提案型営業を推進し、新規業務の受注や既存先の仕様拡大等に注力してまいりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は41億6,389万円（前年同四半期比7.0％減）とな

り、利益面につきましては、経常利益は１億3,630万円（前年同四半期比27.1％減）、親会社株主に帰属する四半

期純利益につきましては、9,971万円（前年同四半期比21.7％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（総資産）

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は、34億6,465万円となり、前連結会計年度末に比べ6,813万円減

少しました。主な要因は、売掛金が減少したこと等によるものです。

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末における負債は、17億6,870万円となり、前連結会計年度末に比べ１億694万円減

少しました。主な要因は、未払法人税が減少したこと等によるものです。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産は、16億9,595万円となり、前連結会計年度末に比べ3,880万円増

加しました。主な要因は、利益剰余金が増加したこと等によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

・業績予想について

2022年３月期の通期業績予想につきましては、2021年10月25日公表いたしました業績予想数値を変更しており

ません。今後、業績予想に変更が生じる場合には速やかに開示いたします。

・配当について

2022年３月期の配当につきましては、配当予想を修正しております。詳細は、本日公表の「2022年３月期配当

予想の修正(増配)に関するお知らせ」をご参照ください。
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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 1,651,233 1,627,296

受取手形及び売掛金 745,855 623,102

原材料及び貯蔵品 8,896 9,350

その他 12,771 90,261

貸倒引当金 △56 △57

流動資産合計 2,418,700 2,349,953

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 380,851 399,228

減価償却累計額 △263,589 △267,199

建物及び構築物（純額） 117,262 132,029

土地 351,993 351,993

その他 96,269 101,483

減価償却累計額 △71,044 △74,780

その他（純額） 25,224 26,703

有形固定資産合計 494,480 510,726

無形固定資産

借地権 47,121 47,121

ソフトウエア 14,576 781

ソフトウエア仮勘定 － 19,300

電話加入権 7,123 7,123

無形固定資産合計 68,821 74,326

投資その他の資産

投資有価証券 206,729 218,316

長期貸付金 3,540 3,150

差入保証金 67,116 79,154

保険積立金 91,268 62,086

繰延税金資産 177,453 157,332

その他 4,685 9,612

投資その他の資産合計 550,794 529,652

固定資産合計 1,114,096 1,114,704

資産合計 3,532,796 3,464,658
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(単位：千円)

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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 107,718 85,419

短期借入金 32,000 －

1年内返済予定の長期借入金 229,471 228,878

未払費用 350,011 327,792

未払法人税等 72,118 －

未払消費税等 111,378 59,295

賞与引当金 51,648 12,912

事業撤退損失引当金 2,824 －

その他 81,223 209,114

流動負債合計 1,038,394 923,411

固定負債

長期借入金 181,354 196,122

長期未払金 59,784 49,067

役員退職慰労引当金 7,863 285

退職給付に係る負債 587,667 599,714

その他 583 106

固定負債合計 837,252 845,295

負債合計 1,875,647 1,768,707

純資産の部

株主資本

資本金 302,000 302,000

資本剰余金 250,237 245,924

利益剰余金 1,037,199 1,107,561

自己株式 △1,879 △38,522

株主資本合計 1,587,557 1,616,963

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 75,246 83,290

退職給付に係る調整累計額 △5,655 △4,302

その他の包括利益累計額合計 69,591 78,988

純資産合計 1,657,148 1,695,951

負債純資産合計 3,532,796 3,464,658
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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 4,476,675 4,163,892

売上原価 3,655,340 3,392,542

売上総利益 821,335 771,349

販売費及び一般管理費 647,450 659,558

営業利益 173,884 111,791

営業外収益

受取利息 136 112

受取配当金 5,303 5,736

投資有価証券売却益 6,819 －

不動産賃貸料 780 652

保険返戻金 1,228 18,148

雑収入 1,694 2,252

営業外収益合計 15,961 26,902

営業外費用

支払利息 2,754 2,183

支払手数料 － 208

営業外費用合計 2,754 2,392

経常利益 187,091 136,300

特別利益

移転補償金 13,958 22,488

特別利益合計 13,958 22,488

特別損失

固定資産除却損 － 18,040

特別損失合計 － 18,040

税金等調整前四半期純利益 201,050 140,748

法人税、住民税及び事業税 61,674 25,056

法人税等調整額 11,979 15,980

法人税等合計 73,654 41,037

四半期純利益 127,395 99,710

親会社株主に帰属する四半期純利益 127,395 99,710
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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 127,395 99,710

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 11,989 8,043

退職給付に係る調整額 1,336 1,352

その他の包括利益合計 13,326 9,396

四半期包括利益 140,722 109,107

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 140,722 109,107

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）

　

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．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月26日
定時株主総会

普通株式 14,674 5.00 2020年３月31日 2020年６月29日 利益剰余金

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間

　 の末日後となるもの
　

　該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動
　

　該当事項はありません。

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．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月29日
定時株主総会

普通株式 29,348 10.00 2021年３月31日 2021年６月30日 利益剰余金

(注)１株当たり配当額には創立50周年記念配当5.00円が含まれております。

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間

　 の末日後となるもの
　

　該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動
　

　該当事項はありません。
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（会計方針の変更）
　

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)

（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。

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。

この結果、当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はなく、利益剰余金の当期首残高への影響もありませ

ん。

また、「四半期連結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いたしました。これによる四半期連結財務諸表への影響はありませ

ん。
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（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

(単位：千円)

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

建物総合管理
サービス事業

人材サービス
事業

介護サービス
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 3,653,078 770,853 52,743 4,476,675 ― 4,476,675

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 3,653,078 770,853 52,743 4,476,675 ― 4,476,675

セグメント利益又は損失(△) 376,952 38,092 △1,764 413,280 △239,395 173,884

（注）1.セグメント利益又は損失の調整額△239,395千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、

その主な内容は、報告セグメントに帰属しない提出会社の総務部門等の管理部門にかかる費用であります。

　 2.セグメント利益又は損失は、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。

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

(単位：千円)

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

建物総合管理
サービス事業

人材サービス
事業

介護サービス
事業

計

売上高

　年間契約 3,053,399 295,868 1,604 3,350,872 ― 3,350,872

　臨時契約 307,952 490,733 14,333 813,019 ― 813,019

顧客との契約から生じる収益 3,361,352 786,601 15,937 4,163,892 ― 4,163,892

その他の収益 ― ― ― ― ― ―

外部顧客への売上高 3,361,352 786,601 15,937 4,163,892 ― 4,163,892

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 3,361,352 786,601 15,937 4,163,892 ― 4,163,892

セグメント利益又は損失(△) 338,128 45,694 △1,683 382,139 △270,348 111,791

（注）1.セグメント利益又は損失の調整額△270,348千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、

その主な内容は、報告セグメントに帰属しない提出会社の総務部門等の管理部門にかかる費用であります。

　 2.セグメント利益又は損失は、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。

　 3.当第３四半期連結累計期間において、「介護サービス事業」から撤退しております。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま

す。

　


