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１．令和５年７月期第１四半期の連結業績（令和４年８月１日～令和４年10月31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 ％

５年７月期第１四半期 4,740 4.2 △64 － △25 － △9 －

４年７月期第１四半期 4,547 △7.2 △157 － △136 － △131 －
(注)包括利益 ５年７月期第１四半期 20百万円( －％) ４年７月期第１四半期 △61百万円( －％)

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

５年７月期第１四半期 △3.15 －

４年７月期第１四半期 △43.97 －

（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 ％

５年７月期第１四半期 13,406 2,464 18.2

４年７月期 8,948 2,474 27.4
(参考) 自己資本 ５年７月期第１四半期 2,442百万円 ４年７月期 2,452百万円

(注)当第１四半期において、年賀状事業のための季節資金として、各金融機関との間での臨時借入枠（１年毎更新）を
含む当座貸越契約に基づき、短期借入金4,200百万円を計上しておりますが、第２四半期には返済する見込みです。

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

４年７月期 － 10.00 － 10.00 20.00

５年７月期 －

５年７月期(予想) 10.00 － 10.00 20.00
(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．令和５年７月期の連結業績予想（令和４年８月１日～令和５年７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 15,500 1.2 150 23.6 250 16.1 150 △16.2 50.01
(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）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) ５年７月期１Ｑ 3,060,110株 ４年７月期 3,060,110株

② 期末自己株式数 ５年７月期１Ｑ 60,677株 ４年７月期 60,677株

③ 期中平均株式数（四半期累計） ５年７月期１Ｑ 2,999,433株 ４年７月期１Ｑ 2,999,433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の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、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。なお、
令和５年７月期の業績予想につきましては、令和４年９月14日付「令和４年７月期決算短信〔日本基準〕（連
結）」にて公表いたしました業績予想から変更はございません。
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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
(令和４年７月31日)

当第１四半期連結会計期間
(令和４年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,529,860 1,282,168

受取手形及び売掛金 1,248,868 3,830,230

商品及び製品 29,812 29,619

仕掛品 28,636 7,554

原材料及び貯蔵品 634,956 2,325,443

その他 185,694 633,612

貸倒引当金 △547 △3,207

流動資産合計 3,657,281 8,105,420

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,458,172 1,435,544

土地 1,167,329 1,167,329

その他（純額） 1,030,174 975,888

有形固定資産合計 3,655,677 3,578,762

無形固定資産

その他 266,071 281,839

無形固定資産合計 266,071 281,839

投資その他の資産

投資有価証券 852,387 901,203

関係会社株式 14,723 14,723

その他 540,374 539,481

貸倒引当金 △39,309 △16,107

投資その他の資産合計 1,368,176 1,439,301

固定資産合計 5,289,925 5,299,902

繰延資産

社債発行費 1,442 1,306

繰延資産合計 1,442 1,306

資産合計 8,948,649 13,406,629
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(単位：千円)

前連結会計年度
(令和４年７月31日)

当第１四半期連結会計期間
(令和４年10月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,073,240 1,730,415

短期借入金 702,503 4,200,000

1年内償還予定の社債 20,000 320,000

1年内返済予定の長期借入金 505,849 482,360

未払法人税等 56,161 8,248

賞与引当金 23,074 62,176

その他 546,836 1,030,803

流動負債合計 2,927,663 7,834,004

固定負債

社債 370,000 70,000

長期借入金 2,651,567 2,549,558

その他 524,676 488,196

固定負債合計 3,546,243 3,107,754

負債合計 6,473,907 10,941,759

純資産の部

株主資本

資本金 411,920 411,920

資本剰余金 481,185 481,185

利益剰余金 1,280,415 1,234,958

自己株式 △21,878 △21,878

株主資本合計 2,151,643 2,106,186

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 300,434 336,454

その他の包括利益累計額合計 300,434 336,454

非支配株主持分 22,663 22,228

純資産合計 2,474,741 2,464,869

負債純資産合計 8,948,649 13,406,629
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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 令和３年８月１日
至 令和３年10月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 令和４年８月１日
至 令和４年10月31日)

売上高 4,547,561 4,740,198

売上原価 3,668,098 3,662,698

売上総利益 879,462 1,077,500

販売費及び一般管理費

運賃 218,292 276,023

給料及び手当 382,803 421,319

貸倒引当金繰入額 1,360 2,646

賞与引当金繰入額 30,604 33,192

その他 403,938 409,007

販売費及び一般管理費合計 1,037,000 1,142,189

営業損失（△） △157,537 △64,689

営業外収益

受取利息 56 17

受取配当金 522 522

受取賃貸料 5,640 4,899

作業くず売却益 2,361 3,864

受取手数料 7,335 9,746

助成金収入 - 310

貸倒引当金戻入額 14,412 23,188

その他 6,833 6,715

営業外収益合計 37,162 49,264

営業外費用

支払利息 8,948 9,617

その他 6,959 175

営業外費用合計 15,907 9,792

経常損失（△） △136,283 △25,217

特別損失

固定資産除却損 0 148

特別損失合計 0 148

税金等調整前四半期純損失（△） △136,283 △25,366

法人税、住民税及び事業税 3,675 2,150

法人税等調整額 3,327 △11,618

法人税等合計 7,003 △9,468

四半期純損失（△） △143,286 △15,897

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △11,399 △6,435

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △131,887 △9,462
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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 令和３年８月１日
至 令和３年10月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 令和４年８月１日
至 令和４年10月31日)

四半期純損失（△） △143,286 △15,897

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 81,912 36,019

その他の包括利益合計 81,912 36,019

四半期包括利益 △61,373 20,121

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △49,974 26,557

非支配株主に係る四半期包括利益 △11,399 △6,435
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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。


