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(百万円未満切捨て) 

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 5,475 82.2 1,352 94.0 1,327 93.5 902 101.9 

2021年３月期第３四半期 3,004 16.4 697 △15.0 686 △16.0 447 △19.1 
 
(注) 包括利益 2022年３月期第３四半期 967 百万円 ( 118.6 ％) 2021年３月期第３四半期 442 百万円 ( △19.5 ％) 

  

 
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 66.46 ― 

2021年３月期第３四半期 32.92 ― 

  (注)当社は、2021年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の 

    期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益を算出しております。 
  

（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３月期第３四半期 4,052 3,372 83.2 

2021年３月期 3,465 2,779 80.2 
 
(参考) 自己資本 2022年３月期第３四半期 3,372 百万円  2021年３月期 2,779 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 ― 55.00 55.00 

2022年３月期 ― 0.00 ―     

2022年３月期(予想)       35.00 35.00 

(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)当社は、2021年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。2021年３月期につ 

   いては、当該株式分割前の実際の配当の額を記載しております。 
 

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 6,400 45.1 1,700 53.3 1,710 53.6 1,137 52.2 83.80 

(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)当社は、2021年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度の 

   期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たりの当期純利益を算出しております。 
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※ 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 ： 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 ： 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 

（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 13,580,000株 2021年３月期 13,580,000株 

② 期末自己株式数 2022年３月期３Ｑ 916株 2021年３月期 550株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期３Ｑ 13,579,234株 2021年３月期３Ｑ 13,579,512株 

  (注)当社は、2021年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度の 

   期首に当該株式分割が行われたと仮定して期末発行済株式数、期末自己株式数、期中平均株式数を算出してお 

   ります。 

 

※ 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、その業績を当社としてお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。 
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１．四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 2,629,959 2,728,769

売掛金 389,069 558,066

仕掛品 33,187 161,251

前払費用 7,605 7,914

その他 52,921 ―

流動資産合計 3,112,743 3,456,001

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 25,247 23,426

工具、器具及び備品（純額） 11,860 10,595

有形固定資産合計 37,107 34,022

無形固定資産

ソフトウエア 35,749 52,263

商標権 263 223

無形固定資産合計 36,012 52,486

投資その他の資産

投資有価証券 216,266 363,364

繰延税金資産 15,270 3,825

敷金及び保証金 48,247 142,667

投資その他の資産合計 279,784 509,857

固定資産合計 352,904 596,365

資産合計 3,465,647 4,052,367
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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

買掛金 322,841 278,437

未払金 64,034 8,039

未払費用 7,989 11,021

未払法人税等 212,388 279,449

未払消費税等 67,104 80,143

前受金 2,682 2,926

その他 5,182 6,331

流動負債合計 682,225 666,349

固定負債

繰延税金負債 3,685 13,263

固定負債合計 3,685 13,263

負債合計 685,910 679,613

純資産の部

株主資本

資本金 263,778 263,778

資本剰余金 253,298 253,298

利益剰余金 2,265,100 2,794,161

自己株式 △920 △1,997

株主資本合計 2,781,255 3,309,240

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △1,518 63,514

その他の包括利益累計額合計 △1,518 63,514

純資産合計 2,779,737 3,372,754

負債純資産合計 3,465,647 4,052,367
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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 3,004,982 5,475,588

売上原価 1,834,485 3,553,716

売上総利益 1,170,497 1,921,871

販売費及び一般管理費 473,360 569,714

営業利益 697,136 1,352,157

営業外収益

その他 36 534

営業外収益合計 36 534

営業外費用

持分法による投資損失 10,738 21,620

寄付金 ― 3,080

その他 153 ―

営業外費用合計 10,891 24,700

経常利益 686,281 1,327,991

特別損失

投資有価証券評価損 27,852 ―

その他 ― 722

特別損失合計 27,852 722

税金等調整前四半期純利益 658,429 1,327,268

法人税、住民税及び事業税 203,046 432,452

法人税等調整額 8,341 △7,678

法人税等合計 211,387 424,773

四半期純利益 447,041 902,495

非支配株主に帰属する四半期純利益 ― ―

親会社株主に帰属する四半期純利益 447,041 902,495
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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 447,041 902,495

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4,411 65,032

その他の包括利益合計 △4,411 65,032

四半期包括利益 442,629 967,528

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 442,629 967,528

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。

（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。）等を当第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。これによる

四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

（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。）等を当第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しております。なお、四半期連結財務諸表に与え

る影響はありません。

　


