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1. 2022年12月期第2四半期の連結業績（2021年12月21日～2022年6月20日）

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

営業収益 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12月期第2四半期 1,190 14.7 97 ― 99 ― 199 ―

2021年12月期第2四半期 1,037 6.7 △32 ― △33 ― △39 ―

（注）包括利益 2022年12月期第2四半期　　204百万円 （―％） 2021年12月期第2四半期　　△41百万円 （―％）

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12月期第2四半期 27.59 ―

2021年12月期第2四半期 △5.51 ―

(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12月期第2四半期 6,450 5,558 86.0

2021年12月期 6,591 5,390 81.6

（参考）自己資本 2022年12月期第2四半期 5,549百万円 2021年12月期 5,380百万円

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12月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00

2022年12月期 ― 5.00

2022年12月期（予想） ― 5.00 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 ： 無

3. 2022年12月期の連結業績予想（2021年12月21日～2022年12月20日）

（％表示は、対前期増減率）

営業収益 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 2,499 15.1 155 368.8 154 360.7 237 227.2 32.78

（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

(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

(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12月期2Q 7,398,000 株 2021年12月期 7,398,000 株

② 期末自己株式数 2022年12月期2Q 165,071 株 2021年12月期 165,071 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年12月期2Q 7,232,929 株 2021年12月期2Q 7,232,929 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、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12月20日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年６月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,529,266 4,884,053

受取手形及び売掛金 376,317 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 322,843

製品 2,940 2,227

仕掛品 271 3,356

原材料及び貯蔵品 7,070 7,662

その他 4,787 7,728

貸倒引当金 △1,540 △1,309

流動資産合計 4,919,115 5,226,562

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 533,560 378,243

機械装置及び運搬具（純額） 33,389 27,937

土地 952,203 661,981

その他（純額） 10,290 7,321

有形固定資産合計 1,529,443 1,075,484

無形固定資産

その他 17,757 21,591

無形固定資産合計 17,757 21,591

投資その他の資産

その他（純額） 126,591 127,720

貸倒引当金 △1,325 △1,206

投資その他の資産合計 125,266 126,514

固定資産合計 1,672,467 1,223,590

資産合計 6,591,582 6,450,152
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年12月20日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年６月20日)

負債の部

流動負債

買掛金 43,290 26,249

未払金 271,068 210,939

未払法人税等 37,755 54,605

前受金 141,016 126,074

賞与引当金 930 57,971

その他 393,850 102,055

流動負債合計 887,911 577,896

固定負債

役員退職慰労引当金 209,351 209,351

退職給付に係る負債 63,290 63,007

資産除去債務 40,369 40,682

その他 489 419

固定負債合計 313,500 313,460

負債合計 1,201,411 891,356

純資産の部

株主資本

資本金 1,010,036 1,010,036

資本剰余金 983,705 983,705

利益剰余金 3,465,462 3,628,869

自己株式 △76,800 △76,800

株主資本合計 5,382,402 5,545,809

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △1,540 2,966

為替換算調整勘定 26 232

その他の包括利益累計額合計 △1,513 3,198

新株予約権 9,281 9,787

純資産合計 5,390,170 5,558,795

負債純資産合計 6,591,582 6,450,152
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年12月21日
　至 2021年６月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年12月21日
　至 2022年６月20日)

営業収益 1,037,823 1,190,504

営業原価 921,350 929,004

営業総利益 116,472 261,500

販売費及び一般管理費 149,047 163,780

営業利益又は営業損失（△） △32,574 97,719

営業外収益

受取利息 350 251

不動産賃貸料 2,959 2,857

前受金期間経過収入 517 1,700

その他 4,005 3,675

営業外収益合計 7,832 8,485

営業外費用

遊休資産費用 3,666 5,362

その他 4,671 1,164

営業外費用合計 8,337 6,526

経常利益又は経常損失（△） △33,079 99,677

特別利益

固定資産売却益 ― 142,831

特別利益合計 ― 142,831

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（△）

△33,079 242,509

法人税等 6,800 42,937

四半期純利益又は四半期純損失（△） △39,879 199,571

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（△）

△39,879 199,571
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年12月21日
　至 2021年６月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年12月21日
　至 2022年６月20日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △39,879 199,571

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,374 4,506

為替換算調整勘定 128 205

その他の包括利益合計 △1,245 4,712

四半期包括利益 △41,124 204,283

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △41,124 204,283

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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（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

おりますが、当第２四半期連結累計期間の損益及び期首利益剰余金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。

（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拡大に伴う会計上の見積りについて）

前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した内容から、重要な変更はありません。
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