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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 1,776 △23.2 628 34.5 617 36.3 437 40.8 

2022年３月期第１四半期 2,311 159.3 467 153.8 452 156.1 310 183.1 
 
(注) 包括利益 2023年３月期第１四半期 394 百万円 ( 26.8 ％) 2022年３月期第１四半期 310 百万円 ( 186.8 ％) 

  

 
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 32.25 ― 

2022年３月期第１四半期 22.90 ― 
(注)当社は、2021年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の 

  期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益を算出しております。 

 
（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 4,040 3,384 83.8 

2022年３月期 4,455 3,533 79.3 
 
(参考) 自己資本 2023年３月期第１四半期 3,384 百万円  2022年３月期 3,533 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 ― 40.00 40.00 

2023年３月期 ―         

2023年３月期(予想)   0.00 ― 50.00 50.00 

(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 

通期 7,080 0.0 2,120 20.6 2,126 21.4 1,381 27.6 101.76 

(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 13,580,000株 2022年３月期 13,580,000株 

② 期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 916株 2022年３月期 916株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 13,579,084株 2022年３月期１Ｑ 13,579,416株 

(注)当社は、2021年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の 

 期首に当該株式分割が行われたと仮定して期末発行済株式数、期末自己株式数、期中平均株式数を算出してお 

 ります。 

 

※ 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、その業績を当社としてお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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１．四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 3,136,796 3,148,599

売掛金 599,154 506,173

仕掛品 155,673 35,227

前払費用 8,410 11,790

その他 51,671 78

流動資産合計 3,951,707 3,701,870

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 59,309 58,291

工具、器具及び備品（純額） 24,378 22,720

有形固定資産合計 83,687 81,012

無形固定資産

ソフトウエア 47,333 42,673

商標権 210 197

無形固定資産合計 47,544 42,870

投資その他の資産

投資有価証券 249,593 100,240

繰延税金資産 28,719 20,344

敷金及び保証金 94,669 94,649

投資その他の資産合計 372,982 215,234

固定資産合計 504,214 339,116

資産合計 4,455,921 4,040,986
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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 357,946 306,872

未払金 77,129 23,990

未払費用 6,779 6,512

未払法人税等 389,229 196,094

未払消費税等 83,984 76,377

前受金 2,376 1,782

その他 5,078 45,022

流動負債合計 922,522 656,651

負債合計 922,522 656,651

純資産の部

株主資本

資本金 263,778 263,778

資本剰余金 253,298 253,298

利益剰余金 2,974,487 2,869,256

自己株式 △1,997 △1,997

株主資本合計 3,489,566 3,384,335

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 43,832 ―

その他の包括利益累計額合計 43,832 ―

純資産合計 3,533,398 3,384,335

負債純資産合計 4,455,921 4,040,986
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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 2,311,701 1,776,079

売上原価 1,662,469 947,750

売上総利益 649,231 828,329

販売費及び一般管理費 181,703 199,708

営業利益 467,527 628,620

営業外収益

その他 11 3

営業外収益合計 11 3

営業外費用

持分法による投資損失 11,544 11,193

寄付金 3,080 50

営業外費用合計 14,624 11,243

経常利益 452,914 617,381

特別利益

投資有価証券売却益 ― 36,141

特別利益合計 ― 36,141

特別損失

その他 722 ―

特別損失合計 722 ―

税金等調整前四半期純利益 452,191 653,522

法人税、住民税及び事業税 141,428 187,870

法人税等調整額 △229 27,719

法人税等合計 141,199 215,589

四半期純利益 310,991 437,932

非支配株主に帰属する四半期純利益 ― ―

親会社株主に帰属する四半期純利益 310,991 437,932
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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 310,991 437,932

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △90 △43,832

その他の包括利益合計 △90 △43,832

四半期包括利益 310,901 394,100

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 310,901 394,100

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。

　


