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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 ％

５年２月期第１四半期 2,161 48.0 177 57.0 184 60.6 125 31.7

４年２月期第１四半期 1,460 18.0 113 423.7 114 402.2 95 462.2

（注）包括利益 ５年２月期第１四半期 141百万円（42.7％） ４年２月期第１四半期 98百万円（313.7％）

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

５年２月期第１四半期 15.22 －

４年２月期第１四半期 11.45 －

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

５年２月期第１四半期 4,561 3,834 84.1 464.79

４年２月期 4,331 3,735 86.2 452.57

（参考）自己資本 ５年２月期第１四半期 3,834百万円 ４年２月期 3,735百万円

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

４年２月期 － 4.00 － 5.00 9.00

５年２月期 －

５年２月期（予想） 6.00 － 6.00 12.00

（％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 7,000 7.7 500 9.9 500 6.0 340 1.7 41.20

１．令和５年２月期第１四半期の連結業績（令和４年３月１日～令和４年５月31日）

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和２年３月31日）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、令

和５年２月期第１四半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

（２）連結財政状態

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和２年３月31日）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、令

和５年２月期第１四半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

２．配当の状況

（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．令和５年２月期の連結業績予想（令和４年３月１日～令和５年２月28日）

（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  期末発行済株式数（自己株式を含む） ５年２月期１Ｑ 8,490,103株 ４年２月期 8,490,103株

②  期末自己株式数 ５年２月期１Ｑ 239,243株 ４年２月期 236,909株

③  期中平均株式数（四半期累計） ５年２月期１Ｑ 8,253,143株 ４年２月期１Ｑ 8,325,851株

※  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：有

（注）詳細は、添付資料７ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務

諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

（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
（注）詳細は、添付資料７ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変

更）」をご覧ください。

（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

（将来に関する記述等についてのご注意）

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「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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、令和２年２月以降の「新型コロナウイルス感染症」の感染者

数が減少傾向となったことで行動制限を緩和し経済活動及び海外との交流レベルを段階的に引き上げていく動きが

見えてきている一方、急激な為替変動やウクライナ侵攻問題、中国のロックダウン等の影響によって輸入原材料が

高騰し商品の値上げが相次ぐなど依然として先行きが不透明な状況が続いております。

このような中、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は、2,161百万円（前年同期比48.0％増）、

営業利益は177百万円（前年同期比57.0％増）、経常利益は184百万円（前年同期比60.6％増）、親会社株主に帰属

する四半期純利益は125百万円（前年同期比31.7％増）と前年同期実績を上回りました。

なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和２年３月31日）等を当第１四半期連結会計期

間の期首から適用しています。この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高、販売費及び一般管理費がそれぞれ

４百万円減少しましたが、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する四半期純利益に与える影響はありませ

ん。

　セグメントの概況は次のとおりであります。

＜キャラクターエンタテインメント事業＞

キャラクターエンタテインメント事業は、新型コロナウイルス感染症に対する行動制限が緩和されたことにより

取引先店舗の来場者数が回復傾向であることに加えて、「たべっ子どうぶつ」や「星のカービィ」等の定番キャラ

クターの受注が引き続き好調に推移した結果、売上高1,644百万円（前年同期比76.9％増）、営業利益165百万円

（前年同期比88.9％増）と前年同期実績を上回りました。

＜キャラクター・ファンシー事業＞

キャラクター・ファンシー事業は、人気お菓子キャラクター「たべっ子どうぶつ」商品とバスボール（フィギュ

ア入り入浴剤）の販売が好調に推移しましたが、前年同期に売上を伸ばしていたアニメコンテンツ等の落ち込みを

補うまでには至らず、また利益面においても原材料費及び輸送費等の高騰により利益率が低下した結果、売上高

517百万円（前年同期比2.6％減）、営業利益12百万円（前年同期比51.7％減）と前年同期実績を下回りました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ229百万円増加し、4,561百万円となり

ました。これは主に、現金及び預金の減少額235百万円により一部相殺されたものの、受取手形、売掛金及び契約

資産（前連結会計年度末は受取手形及び売掛金）の増加額374百万円、流動資産「その他」の増加額79百万円によ

るものであります。負債は、前連結会計年度末に比べ130百万円増加し、726百万円となりました。これは主に、未

払法人税等の減少額37百万円により一部相殺されたものの、買掛金の増加額146百万円によるものであります。純

資産は、前連結会計年度末に比べ99百万円増加し、3,834百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増加額

84百万円（親会社株主に帰属する四半期純利益125百万円、剰余金の配当△41百万円）によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

令和５年２月期の連結業績予想につきましては、令和４年４月14日に公表いたしました連結業績予想から変更は

ありません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(令和４年２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(令和４年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,790,672 2,554,765

受取手形及び売掛金 687,122 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 1,061,705

電子記録債権 181,183 177,347

商品 208,446 244,841

その他 191,347 271,317

貸倒引当金 △254 △2,752

流動資産合計 4,058,517 4,307,225

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 14,697 14,697

減価償却累計額 △14,697 △14,697

建物及び構築物（純額） 0 0

その他 203,275 207,927

減価償却累計額 △183,550 △187,959

その他（純額） 19,724 19,968

有形固定資産合計 19,724 19,968

無形固定資産 29,710 26,679

投資その他の資産

投資有価証券 73,661 90,601

退職給付に係る資産 46,490 44,233

繰延税金資産 91,113 60,472

その他 12,879 18,140

貸倒引当金 △771 △6,088

投資その他の資産合計 223,373 207,359

固定資産合計 272,808 254,006

資産合計 4,331,326 4,561,231

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：千円）

前連結会計年度
(令和４年２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(令和４年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 269,043 415,443

未払法人税等 75,551 38,332

賞与引当金 22,680 44,520

その他 183,768 190,566

流動負債合計 551,043 688,862

固定負債

執行役員退職慰労引当金 2,961 75

その他 42,208 37,375

固定負債合計 45,169 37,450

負債合計 596,213 726,312

純資産の部

株主資本

資本金 461,997 461,997

資本剰余金 494,737 494,737

利益剰余金 2,852,326 2,936,685

自己株式 △110,502 △110,502

株主資本合計 3,698,558 3,782,917

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 29,608 41,038

繰延ヘッジ損益 4,221 3,463

為替換算調整勘定 2,724 7,499

その他の包括利益累計額合計 36,554 52,001

純資産合計 3,735,113 3,834,919

負債純資産合計 4,331,326 4,561,231
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　令和３年３月１日

　至　令和３年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　令和４年３月１日
　至　令和４年５月31日)

売上高 1,460,873 2,161,835

売上原価 1,005,381 1,584,973

売上総利益 455,492 576,861

販売費及び一般管理費

給料及び手当 97,678 104,103

賞与引当金繰入額 21,645 21,840

退職給付費用 3,636 7,440

執行役員退職慰労引当金繰入額 258 334

荷造運搬費 78,812 106,330

貸倒引当金繰入額 1 7,837

その他 140,317 151,393

販売費及び一般管理費合計 342,348 399,280

営業利益 113,143 177,581

営業外収益

受取利息 21 47

受取配当金 125 66

為替差益 1,268 6,497

その他 350 35

営業外収益合計 1,766 6,647

営業外費用

自己株式取得費用 208 －

その他 1 12

営業外費用合計 209 12

経常利益 114,699 184,216

税金等調整前四半期純利益 114,699 184,216

法人税、住民税及び事業税 21,230 32,690

法人税等調整額 △1,903 25,901

法人税等合計 19,327 58,591

四半期純利益 95,372 125,625

親会社株主に帰属する四半期純利益 95,372 125,625

（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１四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　令和３年３月１日

　至　令和３年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　令和４年３月１日
　至　令和４年５月31日)

四半期純利益 95,372 125,625

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,310 11,430

繰延ヘッジ損益 △711 △758

為替換算調整勘定 1,856 4,774

その他の包括利益合計 3,455 15,446

四半期包括利益 98,827 141,072

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 98,827 141,072

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）
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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）

①簡便な会計処理

固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する方法

によっております。

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

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　令和２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しております。これによ

り、従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました販売費の一部について、売上高から減額しております。

また、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扱いを適用し、商品の販売において、出

荷時から当該商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、当第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、当第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１四半期連結累計期間の売上高、販売費及び一般管理費がそれぞれ4,898千円減少しておりま

す。営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益及び利益剰余金の当期首残高への影響はありません。

  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、当第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　令和２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１四半期連結累

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　令和元年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　令和元年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。なお、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）

当社グループでは、新型コロナウイルス感染症の影響については、前連結会計年度末時点の仮定に重要な変更を

行っておらず、当該仮定に基づき、繰延税金資産（60,472千円）の計上にあたっては、将来の課税所得の見積を行

い回収可能性の判断を行っております。

なお、当該仮定は不確実性が高く、新型コロナウイルスの感染拡大の状況やその経済への影響が当初の想定より

変化した場合には、繰延税金資産が減額され税金費用が計上される可能性があります。
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（単位：千円）

報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書

計上額
キャラクター
エンタテイン
メント事業

キャラクター・
ファンシー

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 929,766 531,107 1,460,873 － 1,460,873

セグメント間の

内部売上高又は振替高
－ － － － －

計 929,766 531,107 1,460,873 － 1,460,873

セグメント利益 87,423 25,719 113,143 － 113,143

（単位：千円）

報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書

計上額
キャラクター
エンタテイン
メント事業

キャラクター・
ファンシー

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 1,644,336 517,498 2,161,835 － 2,161,835

セグメント間の

内部売上高又は振替高
－ 1,046 1,046 △1,046 －

計 1,644,336 518,545 2,162,882 △1,046 2,161,835

セグメント利益 165,170 12,411 177,581 － 177,581

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間（自  令和３年３月１日    至  令和３年５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）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

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１四半期連結累計期間（自  令和４年３月１日    至  令和４年５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）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

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。
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報告セグメント

キャラクター

エンタテインメント事業

キャラクター・

ファンシー事業
計

アミューズメント施設等への販売 1,529,674 － 1,529,674

カプセルトイ事業者への販売 110,937 － 110,937

ファンシーグッズの専門店・

量販店等への販売
－ 511,452 511,452

ｅコマース販売 － 6,046 6,046

ロイヤリティ収入 3,724 － 3,724

顧客との契約から生じる収益 1,644,336 517,498 2,161,835

その他の収益 － － －

計 1,644,336 517,498 2,161,835

（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

当第１四半期連結累計期間（自　令和４年３月１日　至　令和４年５月31日）

（単位：千円）
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