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（百万円未満切捨て）

1. 2023年1月期第3四半期の業績（2022年2月1日～2022年10月31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 ％

2023年1月期第3四半期 6,891 14.9 933 13.2 942 12.0 653 8.7

2022年1月期第3四半期 5,996 11.2 824 23.0 841 21.9 601 25.8

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1月期第3四半期 61.48 ―

2022年1月期第3四半期 56.56 ―

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2023年1月期第3四半期 5,563 3,805 68.4

2022年1月期 5,088 3,582 70.4

（参考）自己資本 2023年1月期第3四半期 3,805百万円 2022年1月期 3,582百万円

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1月期 ― 14.00 ― 20.50 34.50

2023年1月期 ― 20.00 ―

2023年1月期（予想） 19.00 39.00

（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 1月期の業績予想（2022年 2月 1日～2023年 1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 8,798 8.6 1,147 13.6 1,150 11.4 797 9.4 75.01

（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) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(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） 2023年1月期3Q 10,627,920 株 2022年1月期 10,627,920 株

② 期末自己株式数 2023年1月期3Q 2,376 株 2022年1月期 2,376 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年1月期3Q 10,625,544 株 2022年1月期3Q 10,625,544 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

（将来に関する記述等についてのご注意）

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。業績予想に関する事項について
は、添付資料２ページ「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。

（四半期決算補足説明資料及び四半期決算説明会内容の入手方法）

四半期決算補足説明資料はＴＤｎｅｔで同日開示するとともに、当社ホームページ（https://www.artner.co.jp/ir/）に掲載いたします。また、当社は、2022年12月13
日（火）に個人投資家の皆様向けに、事業・業績に関するオンライン説明会を開催する予定です。この説明会で配布する資料及び主な質疑応答は、開催後速や
かに当社ホームページで掲載する予定です。当日の詳細、参加方法等については、当社ホームページをご確認ください。
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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３四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の抑制と経済活動の両立を

目指す社会の状況下で、緩やかに持ち直しており、当社の主要顧客である自動車・半導体業界からの技術者要請が

引き続き堅調に推移いたしました。先行きについては、新型コロナ第８波の感染拡大、海外経済の下振れリスクに

留意する必要があります。

  このような状況の中、当社の技術者派遣事業においては、技術者数が増加したことに加え、技術者ニーズの回復

基調を受けて稼働率が高水準で推移し、2022年入社の新卒技術者の配属が当初の予定より前倒しで進捗したことに

より、稼働人員が前年同期を上回りました。技術者単価は上昇傾向にありますが、上期において、未配属者に関し

て配属を優先して契約交渉したことにより、前年同期より微減となりました。労働工数に関しては、前年同期と同

水準となりました。

  請負・受託事業においては、積極的な営業展開により、受注プロジェクトへの配属者数が増加いたしました。

  利益面においては、当社は技術者の労務費に関して、顧客企業に配属前の未配属者は販売管理費で計上し、配属

後は売上原価で計上しており、未配属者の配属が進捗したことにより、販売管理費の労務費が減少し、売上原価が

増加いたしました。一方、販売管理費に関して、労務費が減少したものの、採用・営業活動の回復に伴い求人費、

旅費交通費等が増加したことにより、微増となりました。

  これらの結果、当第３四半期累計期間の売上高は6,891,658千円（前年同期比14.9％増）、営業利益は933,193千

円（前年同期比13.2％増）、経常利益は942,014千円（前年同期比12.0％増）、四半期純利益は653,262千円（前年

同期比8.7％増）となりました。また、営業利益率は13.5％となりました。

（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

  当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ474,403千円増加し、5,563,387千円となりまし

た。これは主に、売上債権の増加260,550千円、現金及び預金の増加110,887千円、繰延税金資産の増加104,661千

円があったことによるものであります。

  負債につきましては、前事業年度末に比べ250,923千円増加し、1,757,660千円となりました。これは主に、賞与

引当金の増加237,023千円があったことによるものであります。

  純資産につきましては、前事業年度末に比べ223,479千円増加し、3,805,726千円となりました。これは主に、利

益剰余金の増加222,927千円があったことによるものであります。

② キャッシュ・フローの状況

  当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前事業年度末に比べ110,887

千円増加し、3,665,086千円となりました。

  当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  営業活動の結果得られた資金は、558,004千円（前年同期比29,255千円減）となりました。これは主に、法人税

等の支払額399,945千円、売上債権の増加額260,550千円があったものの、税引前四半期純利益942,014千円、賞与

引当金の増加額237,023千円があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  投資活動の結果使用した資金は、24,137千円（前年同期は36,248千円の獲得）となりました。これは主に、敷金

及び保証金の差入による支出10,154千円があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

  財務活動の結果使用した資金は、422,979千円（前年同期比157,187千円増）となりました。これは、配当金の支

払額422,979千円があったことによるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

  2022年３月14日に公表いたしました通期の業績予想につきましては、現在のところ変更はありません。
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（単位：千円）

前事業年度
(2022年１月31日)

当第３四半期会計期間
(2022年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,554,199 3,665,086

受取手形及び売掛金 1,011,154 1,271,704

仕掛品 950 5,835

原材料及び貯蔵品 3,637 3,443

その他 51,712 41,743

貸倒引当金 △6,000 △7,600

流動資産合計 4,615,653 4,980,214

固定資産

有形固定資産 82,431 82,765

無形固定資産 37,143 31,640

投資その他の資産

敷金及び保証金 84,959 94,935

その他 268,796 373,832

投資その他の資産合計 353,755 468,767

固定資産合計 473,330 583,172

資産合計 5,088,983 5,563,387

負債の部

流動負債

未払法人税等 232,197 221,649

賞与引当金 141,450 378,473

その他 553,556 499,554

流動負債合計 927,204 1,099,676

固定負債

退職給付引当金 579,533 657,983

固定負債合計 579,533 657,983

負債合計 1,506,737 1,757,660

純資産の部

株主資本

資本金 238,284 238,284

資本剰余金 168,323 168,323

利益剰余金 3,171,444 3,394,372

自己株式 △739 △739

株主資本合計 3,577,312 3,800,240

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,933 5,486

評価・換算差額等合計 4,933 5,486

純資産合計 3,582,246 3,805,726

負債純資産合計 5,088,983 5,563,387

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表
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（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　2021年２月１日
　至　2021年10月31日)

当第３四半期累計期間
(自　2022年２月１日

　至　2022年10月31日)

売上高 5,996,665 6,891,658

売上原価 3,822,373 4,556,951

売上総利益 2,174,292 2,334,706

販売費及び一般管理費 1,350,111 1,401,513

営業利益 824,181 933,193

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 236 231

受取手数料 450 432

研修教材料 609 568

保険配当金 6,048 6,870

助成金収入 10,022 594

その他 1,727 1,431

営業外収益合計 19,095 10,130

営業外費用

支払利息 98 130

解約違約金 1,596 1,177

その他 227 0

営業外費用合計 1,922 1,308

経常利益 841,354 942,014

特別利益

固定資産売却益 25,523 －

特別利益合計 25,523 －

特別損失

固定資産除却損 78 0

特別損失合計 78 0

税引前四半期純利益 866,798 942,014

法人税、住民税及び事業税 343,622 393,657

法人税等調整額 △77,848 △104,905

法人税等合計 265,773 288,752

四半期純利益 601,025 653,262

（２）四半期損益計算書

（第３四半期累計期間）
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（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　2021年２月１日
　至　2021年10月31日)

当第３四半期累計期間
(自　2022年２月１日

　至　2022年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 866,798 942,014

減価償却費 21,340 19,311

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,200 1,600

賞与引当金の増減額（△は減少） 169,803 237,023

退職給付引当金の増減額（△は減少） 53,807 78,450

受取利息及び受取配当金 △237 △232

支払利息 98 130

固定資産売却益 △25,523 －

未収入金の増減額（△は増加） △379 1,102

売上債権の増減額（△は増加） △191,760 △260,550

棚卸資産の増減額（△は増加） △2,543 △4,691

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,050 △9,933

未払金の増減額（△は減少） △26,085 △141,159

その他 53,465 94,782

小計 907,934 957,847

利息及び配当金の受取額 237 232

利息の支払額 △98 △130

法人税等の支払額 △320,814 △399,945

営業活動によるキャッシュ・フロー 587,259 558,004

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △4,015 △7,042

有形固定資産の売却による収入 43,779 －

無形固定資産の取得による支出 △3,566 △7,099

敷金及び保証金の差入による支出 △64 △10,154

敷金及び保証金の回収による収入 133 179

その他 △19 △19

投資活動によるキャッシュ・フロー 36,248 △24,137

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △265,792 △422,979

財務活動によるキャッシュ・フロー △265,792 △422,979

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 357,715 110,887

現金及び現金同等物の期首残高 3,019,657 3,554,199

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,377,373 3,665,086

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
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（４）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。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当

該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

この結果、当第３四半期累計期間の損益に与える影響はありません。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が

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。なお、四半期財務諸表に与える影響は

ありません。
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