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1. 2023年3月期第2四半期の連結業績（2022年4月1日～2022年9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2四半期 2,865 4.9 112 66.4 116 28.9 78 20.0

2022年3月期第2四半期 2,731 △10.0 67 △50.6 90 △38.9 65 △34.5

（注）包括利益 2023年3月期第2四半期　　82百万円 （14.0％） 2022年3月期第2四半期　　72百万円 （△35.5％）

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2四半期 27.13 ―

2022年3月期第2四半期 22.62 ―

(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2四半期 3,487 1,835 52.6 632.11

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2四半期 1,835百万円 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 ― 5.00

2023年3月期（予想） ― 10.00 15.00

（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 5,849 1.8 208 △4.1 213 △12.6 142 △13.7 49.15

（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2Q 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2Q 37,612 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2Q 2,884,457 株 2022年3月期2Q 2,882,724 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２四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行動制限が緩和され人流が

増加する等、社会経済活動の正常化の兆しが見られました。しかしながら、ウクライナ情勢や、世界的なインフ

レ、急激な円安進行等による景気減速への懸念が強まり、エネルギー価格やサプライチェーンの混乱等による価

格上昇圧力の高まりも継続しており、先行きは依然として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リスク

や原材料価格の高騰も継続しております。また、雇用情勢におきましては、経済活動の再開により有効求人倍率

も上昇してきており、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、新規業務の受託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２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は28億6,463万円（前年同四半期比4.9％増）とな

りました。利益面につきましては、経常利益は1億1,624万円（前年同四半期比28.9％増）、親会社株主に帰属す

る四半期純利益につきましては、7,826万円（前年同四半期比20.0％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（総資産）

　当第２四半期連結会計期間末における総資産は、34億8,739万円となり、前連結会計年度末に比べ3,366万円増

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２四半期連結会計期間末における負債は、16億5,275万円となり、前連結会計年度末に比べ2,732万円減少

しました。主な要因は、借入金が減少したこと等によるものです。

（純資産）

　当第２四半期連結会計期間末における純資産は、18億3,464万円となり、前連結会計年度末に比べ6,098万円増

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

　2023年３月期の通期業績予想につきましては、連結・個別ともに業績予想を修正しております。詳しくは2022

年10月24日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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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２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,451,820 1,582,726

受取手形及び売掛金 814,382 683,531

原材料及び貯蔵品 7,833 7,794

その他 19,772 58,212

貸倒引当金 △67 △110

流動資産合計 2,293,740 2,332,153

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 399,648 397,149

減価償却累計額 △269,649 △271,536

建物及び構築物（純額） 129,998 125,613

土地 351,993 351,993

その他 94,425 93,716

減価償却累計額 △71,863 △75,324

その他（純額） 22,562 18,392

有形固定資産合計 504,554 495,999

無形固定資産

借地権 47,121 47,121

ソフトウエア 679 52,772

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 113,024 107,017

投資その他の資産

投資有価証券 219,189 226,444

長期貸付金 3,060 2,820

差入保証金 79,181 79,208

保険積立金 63,630 65,719

繰延税金資産 167,776 168,545

その他 9,578 9,489

投資その他の資産合計 542,416 552,228

固定資産合計 1,159,995 1,155,245

資産合計 3,453,736 3,487,398
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 172,521 128,279

短期借入金 － 44,901

1年内返済予定の長期借入金 204,403 173,910

未払費用 330,468 326,610

未払法人税等 44,651 53,186

未払消費税等 54,050 82,866

賞与引当金 48,961 62,182

その他 37,293 35,862

流動負債合計 892,350 907,798

固定負債

長期借入金 151,957 119,158

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 375 555

退職給付に係る負債 584,248 573,156

その他 2,080 1,820

固定負債合計 787,729 744,958

負債合計 1,680,079 1,652,756

純資産の部

株主資本

資本金 302,000 302,000

資本剰余金 248,096 239,107

利益剰余金 1,172,211 1,221,733

自己株式 △38,522 △22,146

株主資本合計 1,683,784 1,740,694

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 88,894

退職給付に係る調整累計額 6,011 5,052

その他の包括利益累計額合計 89,871 93,947

純資産合計 1,773,656 1,834,641

負債純資産合計 3,453,736 3,487,398
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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 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

売上高 2,730,770 2,864,636

売上原価 2,225,345 2,310,197

売上総利益 505,424 554,439

販売費及び一般管理費 438,108 442,441

営業利益 67,316 111,997

営業外収益

受取利息 78 63

受取配当金 4,102 3,579

不動産賃貸料 448 108

保険金収入 － 250

保険返戻金 17,936 1,222

雑収入 1,907 556

営業外収益合計 24,472 5,780

営業外費用

支払利息 1,422 1,408

支払手数料 208 －

その他 － 125

営業外費用合計 1,631 1,534

経常利益 90,158 116,243

税金等調整前四半期純利益 90,158 116,243

法人税、住民税及び事業税 29,096 40,542

法人税等調整額 △4,139 △2,566

法人税等合計 24,956 37,975

四半期純利益 65,201 78,267

親会社株主に帰属する四半期純利益 65,201 78,267
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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 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

四半期純利益 65,201 78,267

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 6,151 5,034

退職給付に係る調整額 901 △958

その他の包括利益合計 7,053 4,075

四半期包括利益 72,254 82,343

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 72,254 82,343

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 90,158 116,243

減価償却費 16,752 15,296

長期未払金の増減額（△は減少） △10,716 -

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 5,772 △12,474

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7,668 180

賞与引当金の増減額（△は減少） 14,729 13,221

貸倒引当金の増減額（△は減少） - 42

受取利息及び受取配当金 △4,180 △3,643

支払利息 1,422 1,408

有形固定資産売却損益（△は益） △50 -

有形固定資産除却損 - 125

売上債権の増減額（△は増加） 58,882 130,851

棚卸資産の増減額（△は増加） △40 39

仕入債務の増減額（△は減少） △28,038 △44,241

未払消費税等の増減額（△は減少） △46,815 28,816

その他 △49,778 △35,902

小計 40,428 209,964

利息及び配当金の受取額 4,183 3,645

利息の支払額 △1,308 △1,434

法人税等の支払額 △59,395 △33,270

法人税等の還付額 207 145

営業活動によるキャッシュ・フロー △15,884 179,049

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △379,682 △397,685

定期預金の払戻による収入 370,679 389,182

有形固定資産の取得による支出 △206 △860

有形固定資産の売却による収入 50 -

会員権の取得による支出 △5,040 -

貸付けによる支出 △203 △59

貸付金の回収による収入 712 299

差入保証金の差入による支出 △12,384 △27

差入保証金の回収による収入 636 -

その他 860 108

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,577 △9,042

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △32,000 44,901

長期借入れによる収入 50,000 50,000

長期借入金の返済による支出 △125,824 △113,292

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △318 △578

自己株式の取得による支出 △45,300 -

配当金の支払額 △29,138 △28,635

財務活動によるキャッシュ・フロー △182,580 △47,604

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △223,042 122,402

現金及び現金同等物の期首残高 1,171,053 953,137

現金及び現金同等物の四半期末残高 948,011 1,075,540
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（４）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２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９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２四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２四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２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９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２四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２四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２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日 至 2022年９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２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９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

（注）３
計

売上高

　年間契約 2,029,141 197,381 1,604 2,228,127 ― 2,228,127

　臨時契約 176,430 311,878 14,333 502,643 ― 502,643

顧客との契約から生じる収益 2,205,572 509,259 15,937 2,730,770 ― 2,730,770

その他の収益 ― ― ― ― ― ―

外部顧客への売上高 2,205,572 509,259 15,937 2,730,770 ― 2,730,770

セグメント間の内部売上高又
は振替高

― ― ― ― ― ―

計 2,205,572 509,259 15,937 2,730,770 ― 2,730,770

セグメント利益又は損失(△) 210,941 36,042 △1,835 245,148 △177,831 67,316

（注）1.セグメント利益の調整額△177,831千円は、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２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９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 2,075,371 238,299 2,313,670 ― 2,313,670

　臨時契約 250,653 300,312 550,965 ― 550,965

顧客との契約から生じる収益 2,326,024 538,611 2,864,636 ― 2,864,636

その他の収益 ― ― ― ― ―

外部顧客への売上高 2,326,024 538,611 2,864,636 ― 2,864,636

セグメント間の内部売上高又
は振替高

― ― ― ― ―

計 2,326,024 538,611 2,864,636 ― 2,864,636

セグメント利益 275,018 30,862 305,881 △193,883 111,997

（注）1.セグメント利益の調整額△193,883千円は、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。

　


