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(百万円未満四捨五入)

１．2022年12月期第３四半期の業績（2022年１月１日～2022年９月30日）

（１）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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年12月期第３四半期 2,005 0.8 254 △16.3 272 △15.1 188 △15.7

2021年12月期第３四半期 1,989 1.9 303 △0.1 321 △0.1 223 0.5
　

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

2022年12月期第３四半期 4.06 4.04

2021年12月期第３四半期 4.83 4.79
　

(注) 当社は、2022年７月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。2021年12月期の期首に当
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及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を算定
しております。

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年12月期第３四半期 2,973 2,721 91.5

2021年12月期 2,960 2,647 89.4
(参考) 自己資本 2022年12月期第３四半期 2,721百万円 2021年12月期 2,647百万円
　　　

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

2021年12月期 － 0.00 － 6.50 6.50

2022年12月期 － 0.00 －
2022年12月期(予想) 3.25 3.25

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　　

当社は、2022年７月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。2021年12月期については、当該
株式分割前の実際の配当金の金額を記載しております。

　

３．2022年12月期の業績予想（2022年１月１日～2022年12月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 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 2,701 △3.2 162 △65.9 162 △67.1 111 △68.3 2.40
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
　

当社は、2022年７月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。2022年12月期の期首に当該株式
分割が行われたと仮定して１株当たり当期純利益を算定しております。

　　



※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記
　

（２）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
　

　

（３）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) 2022年12月期３Ｑ 46,408,800株 2021年12月期 46,380,000株

② 期末自己株式数 2022年12月期３Ｑ 39,084株 2021年12月期 219,484株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年12月期３Ｑ 46,247,235株 2021年12月期３Ｑ 46,100,456株
　

(注) 当社は、2022年７月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。2021年12月期の期首に当
該株式分割が行われたと仮定して、発行済株式数（普通株式）を算定しております。

　

※ 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。今期業績については、業績予想に比し順調に推移している
ものの、国内経済環境等が依然として不透明な状況にあるので、通期業績予想については改めて開示いたします。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2021年12月31日)

当第３四半期会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,848,030 1,840,497

売掛金 649,783 -

売掛金及び契約資産 - 536,331

仕掛品 7,173 8,250

その他 14,530 29,814

流動資産合計 2,519,516 2,414,892

固定資産

有形固定資産 9,477 56,902

無形固定資産 218 218

投資その他の資産

投資有価証券 334,077 356,743

その他 97,059 143,815

投資その他の資産合計 431,135 500,558

固定資産合計 440,831 557,678

資産合計 2,960,346 2,972,570

負債の部

流動負債

買掛金 129,288 154,539

未払法人税等 96,284 9,924

その他 84,333 71,038

流動負債合計 309,904 235,500

固定負債

資産除去債務 3,590 16,499

固定負債合計 3,590 16,499

負債合計 313,494 252,000

純資産の部

株主資本

資本金 322,841 323,295

資本剰余金 281,980 275,768

利益剰余金 2,141,192 2,178,860

自己株式 △31,671 △5,590

株主資本合計 2,714,341 2,772,333

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △67,559 △51,833

評価・換算差額等合計 △67,559 △51,833

新株予約権 71 71

純資産合計 2,646,853 2,720,571

負債純資産合計 2,960,346 2,972,570
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自 2022年１月１日
　至 2022年９月30日)

売上高 1,988,645 2,004,582

売上原価 1,487,794 1,514,594

売上総利益 500,851 489,988

販売費及び一般管理費 197,549 236,273

営業利益 303,302 253,714

営業外収益

受取利息 18 18

受取配当金 17,085 18,224

その他 193 206

営業外収益合計 17,297 18,449

経常利益 320,599 272,163

特別利益

固定資産売却益 1,196 -

特別利益合計 1,196 -

税引前四半期純利益 321,795 272,163

法人税、住民税及び事業税 94,370 80,298

法人税等調整額 4,836 4,176

法人税等合計 99,207 84,474

四半期純利益 222,588 187,689
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（３）四半期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。

　


