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(百万円未満切捨て)

１．2022年９月期第１四半期の業績（2021年10月１日～2021年12月31日）

（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９月期第１四半期 1,789 △21.5 △459 － △477 － △340 －

2021年９月期第１四半期 2,279 44.2 △299 － △294 － △208 －
　

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９月期第１四半期 △323.91 －

2021年９月期第１四半期 △214.10 －
　

四半期経営成績に関する注記
　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年９月期第１四半期 11,253 5,781 51.3

2021年９月期第１四半期 12,532 5,834 46.5
(参考) 自己資本 2022年９月期第１四半期 5,781百万円 2021年９月期 5,834百万円

　

四半期財政状態に関する注記
　

四半期業績に関する注記
　

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９月期 － 0.00 － 120.00 120.00

2022年９月期 －

2022年９月期(予想) 0.00 － 120.00 120.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　　

配当の状況に関する注記
　

３．2022年９月期の業績予想（2021年10月１日～2022年９月30日）

業績予想に関する序文
(％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 17,000 △0.4 505 △24.0 525 △23.9 340 △22.2 306.48

(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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記
　

（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
　

会計方針の変更に関する注記
　

（３）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９月期１Ｑ 1,135,572株 2021年９月期 973,572株

② 期末自己株式数 2022年９月期１Ｑ 28株 2021年９月期 28株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年９月期１Ｑ 1,050,294株 2021年９月期１Ｑ 973,544株
　

発行済株式数に関する注記
　

※ 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および合理的である
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。
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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１四半期累計期間における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種の普及等によ

り、経済活動の一部で持ち直しの動きがみられたものの、オミクロン株など変異株による感染者が急増するなど、

先行きは不透明な状況が今なお続いております。

また、世界経済においても、年末にかけてオミクロン株の急速な拡大による感染者の爆発的な増加がありつつも

厳しい制限措置は緩和の方向に進み、回復の兆しを見せておりましたが、半導体不足に加え原材料や部品の供給遅

延等による懸念材料は多く、経済回復の先行き不透明感はいまだ続いております。

このような環境の中、当社におきましては、給食センター向けロボット洗浄システムの展示会等における発表や、

IoT技術を活用した自社製品の保守管理システムを進化発展させることにも取り組むなど、省人化対応のニーズに応

えるべく開発を促進してまいりました。

以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は、17億89百万円となりました。利益面につきましては、営業損失

は4億59百万円、経常損失は4億77百万円、四半期純損失は3億40百万円となりました。なお、業績に関しては、売上

および利益面において前年同期比では減少したものの、当期初予算に対してはおおむね順調に推移しております。

これは、当社の売上高は通常の営業形態として、第１、第３四半期会計期間に比べて第２、第４四半期会計期間

に多くなるといった季節的変動によるものとなっております。

また、当社の事業セグメントは業務用厨房機器の製造・販売及び保守修理のみの単一のセグメントであるため、

セグメント情報の記載を省略しております。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ12億78百万円減少し、112億53百万円となりました。

これは主に、商品及び製品が５億38百万円、仕掛品が73百万円増加したものの、現金及び預金が３億61百万円、受

取手形及び売掛金が19億18百万円減少したことなどによるものであります。

負債合計は、前事業年度末に比べ12億25百万円減少し、54億72百万円となりました。これは主に、支払手形及び

買掛金が８億81百万円、賞与引当金が３億46百万円減少したことなどによるものであります。

純資産合計は、前事業年度末に比べ53百万円減少し、57億81百万円となりました。これは主に、四半期純損失３

億40百万円を計上したことなどによるものです。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2022年９月期の業績予想につきましては、現時点において変更はありません。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2021年９月30日)

当第１四半期会計期間
(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,349,710 2,988,354

受取手形及び売掛金 4,571,491 2,652,628

商品及び製品 538,820 1,076,827

仕掛品 629,847 703,681

原材料及び貯蔵品 254,597 270,877

その他 64,236 65,177

貸倒引当金 △1,200 △700

流動資産合計 9,407,504 7,756,847

固定資産

有形固定資産

建物 3,828,686 3,838,035

減価償却累計額 △2,597,780 △2,616,525

建物（純額） 1,230,906 1,221,510

土地 1,012,183 1,012,183

その他 1,171,788 1,422,599

減価償却累計額 △1,031,037 △1,043,726

その他（純額） 140,751 378,873

有形固定資産合計 2,383,841 2,612,567

無形固定資産 25,445 24,447

投資その他の資産

繰延税金資産 507,039 653,707

その他 298,641 295,743

貸倒引当金 △89,910 △89,740

投資その他の資産合計 715,770 859,710

固定資産合計 3,125,056 3,496,724

資産合計 12,532,560 11,253,571
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(単位：千円)

前事業年度
(2021年９月30日)

当第１四半期会計期間
(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,055,849 3,174,626

短期借入金 230,000 230,000

１年内返済予定の長期借入金 84,000 84,000

未払法人税等 193,348 11,470

賞与引当金 445,000 98,591

製品保証引当金 21,742 21,266

その他 523,947 548,655

流動負債合計 5,553,888 4,168,610

固定負債

長期借入金 66,500 45,500

退職給付引当金 953,116 963,050

役員退職慰労引当金 118,530 84,049

その他 5,882 211,154

固定負債合計 1,144,028 1,303,754

負債合計 6,697,916 5,472,364

純資産の部

株主資本

資本金 597,600 799,549

資本準備金 68,240 270,189

利益剰余金 5,165,211 4,708,176

自己株式 △131 △131

株主資本合計 5,830,920 5,777,784

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,723 3,422

評価・換算差額等合計 3,723 3,422

純資産合計 5,834,644 5,781,207

負債純資産合計 12,532,560 11,253,571
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
当第１四半期累計期間
(自 2021年10月１日
　至 2021年12月31日)

売上高 1,789,558

売上原価 1,290,384

売上総利益 499,173

販売費及び一般管理費 958,703

営業損失（△） △459,530

営業外収益

受取利息 105

受取配当金 67

受取家賃 1,592

仕入割引 2,759

その他 2,657

営業外収益合計 7,182

営業外費用

上場関連費用 19,893

株式交付費 4,274

支払利息 364

その他 226

営業外費用合計 24,757

経常損失（△） △477,105

税引前四半期純損失（△） △477,105

法人税、住民税及び事業税 9,639

法人税等調整額 △146,535

法人税等合計 △136,895

四半期純損失（△） △340,209
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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）

当第１四半期累計期間(自 2021年10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12月24日
定時株主総会

普通株式 116,825 120 2021年９月30日 2021年12月27日 利益剰余金

２ 基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後と

なるもの

該当事項はありません。

　


