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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第１四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年６月30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 ％

2023年３月期第１四半期 6,605 0.6 △40 － 45 △82.7 24 △84.3

2022年３月期第１四半期 6,566 5.6 198 7.4 265 9.4 157 18.5
(注) 包括利益 2023年３月期第１四半期 △0百万円( －％) 2022年３月期第１四半期 3百万円( △99.0％)
　

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

2023年３月期第１四半期 2.40 －

2022年３月期第１四半期 15.03 －
　　

（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 ％

2023年３月期第１四半期 31,378 19,883 63.4

2022年３月期 29,879 20,446 68.4
(参考) 自己資本 2023年３月期第１四半期 19,883百万円 2022年３月期 20,446百万円
　　　

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

2022年３月期 － 15.00 － 15.00 30.00

2023年３月期 －

2023年３月期(予想) 15.00 － 15.00 30.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　　

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023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 30,000 9.2 900 6.0 900 0.5 540 17.5 51.25
(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 ： 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 ： 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) 2023年３月期１Ｑ 11,440,000株 2022年３月期 11,440,000株

② 期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 1,306,416株 2022年３月期 873,316株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 10,277,917株 2022年３月期１Ｑ 10,486,107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
本資料に掲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、様々な要因等により大きく異なる可能性があります。
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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
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,086,691 6,116,759

受託現預金 4,642,825 4,183,573

受取手形、売掛金及び契約資産 2,609,626 2,585,561

商品 6,636 2,362

貯蔵品 331,545 379,681

販売用不動産 － 870,000

その他 398,069 647,319

貸倒引当金 △659 △3,915

流動資産合計 14,074,734 14,781,342

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,796,451 2,778,162

機械装置及び運搬具（純額） 2,014,600 2,076,891

土地 6,195,446 6,267,868

建設仮勘定 27,715 19,536

その他（純額） 435,691 454,340

有形固定資産合計 11,469,904 11,596,799

無形固定資産

ソフトウエア 486,477 460,139

のれん 70,175 595,098

その他 146,718 149,096

無形固定資産合計 703,371 1,204,334

投資その他の資産

投資有価証券 2,433,710 2,397,067

繰延税金資産 158,934 334,732

退職給付に係る資産 386,666 394,002

その他 659,553 678,436

貸倒引当金 △7,540 △7,765

投資その他の資産合計 3,631,325 3,796,474

固定資産合計 15,804,600 16,597,607

資産合計 29,879,335 31,378,950
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 386,518 225,627

短期借入金 275,000 2,206,656

1年内返済予定の長期借入金 226,248 209,592

リース債務 3,227 4,740

未払法人税等 191,336 45,135

契約負債 232,136 260,201

預り金 648,031 855,379

賞与引当金 511,614 357,340

役員賞与引当金 38,610 9,135

その他 2,301,474 2,463,424

流動負債合計 4,814,196 6,637,232

固定負債

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 2,520,390 2,463,828

リース債務 16,689 14,209

長期契約負債 162,652 174,335

繰延税金負債 177,026 212,059

退職給付に係る負債 417,911 672,283

その他 323,912 321,868

固定負債合計 4,618,582 4,858,584

負債合計 9,432,778 11,495,816

純資産の部

株主資本

資本金 4,618,000 4,618,000

資本剰余金 8,527,404 8,527,404

利益剰余金 8,542,790 8,407,662

自己株式 △730,261 △1,133,144

株主資本合計 20,957,933 20,419,922

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 858,305 831,260

土地再評価差額金 △1,362,016 △1,362,016

退職給付に係る調整累計額 △7,665 △6,032

その他の包括利益累計額合計 △511,375 △536,788

純資産合計 20,446,557 19,883,133

負債純資産合計 29,879,335 31,378,950
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

売上高 6,566,422 6,605,443

売上原価 5,241,680 5,404,710

売上総利益 1,324,741 1,200,732

販売費及び一般管理費 1,126,185 1,241,650

営業利益 198,556 △40,917

営業外収益

受取利息 36 26

受取配当金 69,353 40,223

未払寄付金取崩益 － 50,000

その他 10,910 16,102

営業外収益合計 80,300 106,351

営業外費用

支払利息 10,980 8,427

社葬関連費用 － 5,345

その他 2,772 5,846

営業外費用合計 13,753 19,619

経常利益 265,103 45,814

特別利益

投資有価証券売却益 0 －

固定資産売却益 38 －

特別利益合計 38 －

特別損失

固定資産除却損 10,070 9,209

解体撤去費用 1,790 －

事務所移転費用 － 24,471

特別損失合計 11,860 33,680

税金等調整前四半期純利益 253,282 12,133

法人税、住民税及び事業税 23,214 10,172

法人税等調整額 72,396 △22,724

法人税等合計 95,610 △12,551

四半期純利益 157,671 24,685

親会社株主に帰属する四半期純利益 157,671 24,685
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

四半期純利益 157,671 24,685

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △154,806 △27,045

退職給付に係る調整額 344 1,632

その他の包括利益合計 △154,462 △25,413

四半期包括利益 3,209 △727

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,209 △727

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。

　


