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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 1,407 5.7 56 544.2 59 103.8 42 74.3

2022年3月期第1四半期 1,331 △11.1 9 △87.8 29 △60.8 24 △54.1

（注）包括利益 2023年3月期第1四半期　　43百万円 （80.1％） 2022年3月期第1四半期　　24百万円 （△62.1％）

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 14.68 ―

2022年3月期第1四半期 8.36 ―

(2) 連結財政状態

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

2023年3月期第1四半期 3,507 1,790 51.1 622.82

2022年3月期 3,454 1,774 51.4 617.01

（参考）自己資本 2023年3月期第1四半期 1,790百万円 2022年3月期 1,774百万円

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 ― 0.00 ― 10.00 10.00

2023年3月期 ―

2023年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 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. 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、通期は対前期、四半期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

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

第2四半期(累計) 2,811 2.9 49 △27.2 52 △42.3 35 △46.3 12.18

通期 5,766 0.4 151 △30.4 154 △36.8 104 △36.7 36.18

（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

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） 2023年3月期1Q 2,940,000 株 2022年3月期 2,940,000 株

② 期末自己株式数 2023年3月期1Q 65,420 株 2022年3月期 65,420 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期1Q 2,874,580 株 2022年3月期1Q 2,895,319 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、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「（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の経済は、新型コロナウイルス感染症の再拡大が懸念される中、さ

らに、ウクライナ情勢の長期化に伴うエネルギー価格や原材料価格の高騰や急速に進行した円安、サプライチェ

ーンの混乱などによる価格上昇圧力の高まりにより、依然として先行き不透明な状況が続いております。

当社グループを取り巻く環境におきましても、企業間競争の激化に加えて、新型コロナウイルス感染症のリス

クも継続しており、また原材料価格の高騰も継続しております。雇用情勢におきましては、経済活動の再開によ

り回復傾向となり、少子高齢化に伴う労働人口の減少や賃金の上昇を受け、雇用環境は引き続き厳しい状況が続

いております。

このような状況のもと、当社グループは中期経営計画の目標達成に向けて、「信頼されるサービスの提供」を

目指した経営姿勢のもと、各分野において十分な感染症対策を講じた勤務体制および業務品質の向上に取り組む

とともに、お客さまのニーズに寄り添った提案型営業を推進し、新規業務の受注や既存先の仕様拡大等に注力し

てまいりました。

この結果、当第１四半期連結累計期間におきましては、売上高は14億674万円（前年同四半期比5.7％増）とな

りました。利益面につきましては、経常利益は5,863万円（前年同四半期比103.8％増）、親会社株主に帰属する

四半期純利益につきましては4,220万円（前年同四半期比74.3％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（総資産）

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は、35億676万円となり、前連結会計年度末に比べ5,302万円増加

しました。主な要因は、現金及び預金が増加したこと等によるものです。

（負債）

　当第１四半期連結会計期間末における負債は、17億1,640万円となり、前連結会計年度末に比べ3,632万円増加

しました。主な要因は、借入金が増加したこと等によるものです。

（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末における純資産は、17億9,035万円となり、前連結会計年度末に比べ1,670万円増

加しました。主な要因は、利益剰余金が増加したこと等によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、当第１四半期純利益において、2022年５月12日に公表いたしました第２四半期の累

計業績予想数値を達成している状況ですが、現段階において第２四半期以降の業績を適正かつ合理的に算出する

ことが困難であるため、現時点では、業績予想の修正をいたしません。今後、業績予想数値に修正が生じる場合

は速やかに公表いたします。
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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 1,451,820 1,668,253

受取手形及び売掛金 814,382 662,137

原材料及び貯蔵品 7,833 8,093

その他 19,772 23,042

貸倒引当金 △67 △111

流動資産合計 2,293,740 2,361,414

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 399,648 399,648

減価償却累計額 △269,649 △272,073

建物及び構築物（純額） 129,998 127,574

土地 351,993 351,993

その他 94,425 93,745

減価償却累計額 △71,863 △73,397

その他（純額） 22,562 20,347

有形固定資産合計 504,554 499,916

無形固定資産

借地権 47,121 47,121

ソフトウエア 679 55,778

ソフトウエア仮勘定 58,100 －

電話加入権 7,123 7,123

無形固定資産合計 113,024 110,024

投資その他の資産

投資有価証券 219,189 221,424

長期貸付金 3,060 2,910

差入保証金 79,181 79,186

保険積立金 63,630 65,174

繰延税金資産 167,776 157,178

その他 9,578 9,533

投資その他の資産合計 542,416 535,408

固定資産合計 1,159,995 1,145,348

資産合計 3,453,736 3,506,763
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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

支払手形及び買掛金 172,521 70,155

短期借入金 － 120,000

1年内返済予定の長期借入金 204,403 198,908

未払費用 330,468 339,388

未払法人税等 44,651 10,997

未払消費税等 54,050 107,741

賞与引当金 48,961 15,545

その他 37,293 77,591

流動負債合計 892,350 940,328

固定負債

長期借入金 151,957 150,825

長期未払金 49,067 49,067

預り保証金 － 1,200

役員退職慰労引当金 375 465

退職給付に係る負債 584,248 572,569

その他 2,080 1,950

固定負債合計 787,729 776,077

負債合計 1,680,079 1,716,405

純資産の部

株主資本

資本金 302,000 302,000

資本剰余金 248,096 250,268

利益剰余金 1,172,211 1,185,669

自己株式 △38,522 △38,522

株主資本合計 1,683,784 1,699,415

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 83,860 85,410

退職給付に係る調整累計額 6,011 5,531

その他の包括利益累計額合計 89,871 90,942

純資産合計 1,773,656 1,790,357

負債純資産合計 3,453,736 3,506,763
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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 1,331,033 1,406,747

売上原価 1,105,017 1,133,658

売上総利益 226,016 273,088

販売費及び一般管理費 217,399 217,579

営業利益 8,616 55,509

営業外収益

受取利息 38 30

受取配当金 2,916 3,057

不動産賃貸料 228 84

保険金収入 － 250

保険返戻金 16,773 －

雑収入 1,170 308

営業外収益合計 21,127 3,731

営業外費用

支払利息 768 603

支払手数料 208 －

営業外費用合計 976 603

経常利益 28,767 58,637

税金等調整前四半期純利益 28,767 58,637

法人税、住民税及び事業税 975 6,307

法人税等調整額 3,582 10,125

法人税等合計 4,558 16,433

四半期純利益 24,208 42,204

親会社株主に帰属する四半期純利益 24,208 42,204
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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 24,208 42,204

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △627 1,550

退職給付に係る調整額 450 △479

その他の包括利益合計 △176 1,071

四半期包括利益 24,031 43,275

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 24,031 43,275

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）

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)

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６月29日
定時株主総会

普通株式 29,348 10.00 2021年３月31日 2021年６月30日 利益剰余金

(注)１株当たり配当額には創立50周年記念配当5.00円が含まれております。

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの
　

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動
　

該当事項はありません。

　

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)

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

2022年６月29日
定時株主総会

普通株式 28,745 10.00 2022年３月31日 2022年６月30日 利益剰余金

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの
　

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動
　

該当事項はありません。

　

（会計方針の変更）

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)

（会計方針の変更）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定会

計基準適用指針」という。）を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項

に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針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への影響はありません。
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（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 2021年４月１日 至 2021年６月30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並びに収益の分解情報

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額

（注）２
建物総合管理
サービス事業

人材サービス
事業

介護サービス
事業

計

売上高

　年間契約 990,694 98,377 1,604 1,090,676 ― 1,090,676

　臨時契約 87,978 138,045 14,333 240,356 ― 240,356

顧客との契約から生じる収益 1,078,672 236,422 15,937 1,331,033 ― 1,331,033

その他の収益 ― ― ― ― ― ―

外部顧客への売上高 1,078,672 236,422 15,937 1,331,033 ― 1,331,033

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,078,672 236,422 15,937 1,331,033 ― 1,331,033

セグメント利益 85,137 9,513 581 95,232 △86,616 8,616

（注）１.セグメント利益の調整額△86,616千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その主な
内容は、報告セグメントに帰属しない提出会社の総務部門等の管理部門にかかる費用であります。

　 ２.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
　 ３.2021年６月末日において「介護サービス事業」から撤退しております。

Ⅱ 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)

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並びに収益の分解情報

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

建物総合管理
サービス事業

人材サービス
事業

計

売上高

　年間契約 1,038,192 123,269 1,161,462 ― 1,161,462

　臨時契約 106,956 138,328 245,285 ― 245,285

顧客との契約から生じる収益 1,145,149 261,597 1,406,747 ― 1,406,747

その他の収益 ― ― ― ― ―

外部顧客への売上高 1,145,149 261,597 1,406,747 ― 1,406,747

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,145,149 261,597 1,406,747 ― 1,406,747

セグメント利益 139,228 11,455 150,683 △95,174 55,509

（注）１.セグメント利益の調整額△95,174千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その主な
内容は、報告セグメントに帰属しない提出会社の総務部門等の管理部門にかかる費用であります。

　 ２.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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