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１．2023年３月期第３四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年12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)

総売上高 収益 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 ％ 百万円 ％

2023年３月期第３四半期 4,803 6.6 1,343 6.6 △71 ― △56 ― △45 ―

2022年３月期第３四半期 4,507 3.1 1,260 ― △125 ― △115 ― △93 ―
(注) 包括利益 2023年３月期第３四半期 △34百万円( ―％) 2022年３月期第３四半期 △113百万円( ―％)

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

2023年３月期第３四半期 △12.11 ―

2022年３月期第３四半期 △24.67 ―

※総売上高は、当社グループの営業活動によって得た販売額の総額であります。『収益認識に関する会計基準』に準
拠した指標ではありませんが、投資者が当社グループの事業規模を判断するうえで重要な指標であると認識し、従
前の企業会計原則に基づき算出し、参考情報として開示しております。

（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３四半期 4,031 1,699 42.1

2022年３月期 3,970 1,748 44.0
(参考) 自己資本 2023年３月期第３四半期 1,699百万円 2022年３月期 1,748百万円

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 ― 4.00 4.00

2023年３月期 ― 0.00 ―

2023年３月期(予想) 4.00 4.00
(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)

総売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

通期 7,300 9.4 100 69.5 120 60.0
(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３Ｑ 6,078,000株 2022年３月期 6,078,000株

② 期末自己株式数 2023年３月期３Ｑ 2,300,328株 2022年３月期 2,300,328株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期３Ｑ 3,777,672株 2022年３月期３Ｑ 3,777,672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、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．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３四半期連結累計期間（2022年４月１日から2022年12月31日）におけるわが国経済は、新型

コロナウイルス感染症による影響が尾を引くなか、行動制限の緩和等により経済活動正常化への

動きが見られた一方、ウクライナ情勢を背景にした原材料やエネルギー価格の高騰、急激な円安

の進行のほか、昨年11月下旬以降新型コロナウイルス感染症第８波が到来するなど、依然として

先行きは不透明な状況となりました。

このような中、当社グループにおきましては、インターネット広告などの市場拡大に対応し、デ

ジタル領域全般の受注をより拡大させるため、デジタル技術を活用した提案活動に取り組むとと

もに、新しい事業への取組みの一環として、昨年12月１日付で、新たに子会社『株式会社ＭＤ＆

アソシエイツ』を設立し、地域の魅力ある産品やサービスをＥＣサイトなどで紹介し販売する事

業を開始いたしました。そのほか、高度化するお客さまのご要望に対して新しい商品やサービス

の提案を行い、より質の高いコミュニケーション効果の創造に努め、顧客基盤の拡大を図ってま

いりました。

その結果、当社グループの総売上高は、4,803百万円（前年同期比106.6％）、収益は1,343百万

円（前年同期比106.6％）となりました。当第３四半期（10～12月）におきましては、インターネ

ット広告や国内旅行に関する印刷物のほか、年末年始商戦に伴う広告の出稿と併せて新店舗や展

示ブースに関する受注、テレビＣＭやＷｅｂ動画の制作があり、広告受注量につきましては、人

流が新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けにくくなる中で外出機会が増えたこともあり、

回復基調となりました。また、売上総利益につきましては998百万円（前年同期比109.1％）とな

り、利益率向上を意識した営業活動の徹底によって売上総利益率につきましても0.5ポイントの改

善となりました。

販売費及び一般管理費につきましては、広告受注量の増加に伴う営業活動費用の増加と採用によ

る人件費の増加があり、1,070百万円（前年同期比102.8％）となりましたが、営業損失は71百万

円（前年同期は125百万円の損失）、経常損失は56百万円（前年同期は115百万円の損失）、親会

社株主に帰属する四半期純損失は45百万円（前年同期は93百万円の損失）となり、各利益とも前

年同期を上回る結果となりました。

※ 総売上高は、当社グループの営業活動によって得た販売額の総額であります。『収益認識に関する会計基準』

に準拠した指標ではありませんが、投資者が当社グループの事業規模を判断するうえで重要な指標であると認

識し、従前の企業会計原則に基づき算出し、参考情報として開示しております。

※ 収益は『収益認識に関する会計基準』に準拠し算出した収益の総額であります。

※ 売上総利益率＝売上総利益／総売上高

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における総資産は4,031百万円となり、前連結会計年度末に比べ60

百万円の増加となりました。

資産の部では、現金及び預金の増加と受取手形及び売掛金の減少、ならびに仕掛品の増加を主な

要因として、流動資産は前連結会計年度末に比べ52百万円増加し、2,019百万円となりました。ま

た、繰延税金資産の増加を主な要因として、固定資産は前連結会計年度末に比べ７百万円増加し、

2,012百万円となりました。

負債の部では、支払手形及び買掛金の減少と短期借入金の増加、ならびに１年以内償還予定の社

債の減少を主な要因として、流動負債は前連結会計年度末に比べ４百万円増加し、1,630百万円と

なりました。また、社債の増加を主な要因として、固定負債は前連結会計年度末に比べ105百万円

増加し、701百万円となりました。

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ49百万円減少し、1,699百万円となりました。これは主

に親会社株主に帰属する四半期純損失の計上と期末配当金の支払いによるものであります。

（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月期通期の連結業績予想につきましては、2022年８月10日に公表いたしました数値から

変更はありません。
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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
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 700,921 792,968

受取手形及び売掛金 1,200,353 801,577

商品 6,840 8,738

仕掛品 15,158 355,611

貯蔵品 2,984 2,529

未収還付法人税等 439 4,016

その他 42,471 55,015

貸倒引当金 △2,495 △1,021

流動資産合計 1,966,673 2,019,435

固定資産

有形固定資産

土地 678,372 678,372

その他（純額） 289,398 269,333

有形固定資産合計 967,771 947,705

無形固定資産

のれん 1,200 ―

その他 18,856 16,872

無形固定資産合計 20,056 16,872

投資その他の資産

投資不動産（純額） 657,481 647,078

その他 363,008 404,645

貸倒引当金 △4,109 △4,129

投資その他の資産合計 1,016,380 1,047,594

固定資産合計 2,004,208 2,012,172

資産合計 3,970,881 4,031,608
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 980,181 847,234

短期借入金 106,000 423,000

1年内償還予定の社債 150,000 ―

1年内返済予定の長期借入金 118,076 70,000

未払法人税等 19,513 1,210

賞与引当金 49,105 34,185

その他 203,065 255,275

流動負債合計 1,625,941 1,630,906

固定負債

社債 ― 100,000

長期借入金 343,935 350,954

退職給付に係る負債 174,118 172,708

役員退職慰労引当金 6,587 7,150

その他 72,046 70,886

固定負債合計 596,688 701,699

負債合計 2,222,629 2,332,605

純資産の部

株主資本

資本金 294,868 294,868

資本剰余金 198,600 198,600

利益剰余金 1,561,917 1,501,043

自己株式 △314,972 △314,972

株主資本合計 1,740,415 1,679,541

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 10,170 21,353

退職給付に係る調整累計額 △2,333 △1,892

その他の包括利益累計額合計 7,836 19,461

純資産合計 1,748,251 1,699,002

負債純資産合計 3,970,881 4,031,608
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)

総売上高 4,507,705 4,803,548

収益 1,260,159 1,343,503

売上原価 344,425 344,546

売上総利益 915,733 998,956

販売費及び一般管理費 1,041,241 1,070,096

営業損失（△） △125,507 △71,140

営業外収益

受取利息 14 25

受取配当金 3,613 4,261

投資不動産賃貸料 32,628 32,917

その他 2,111 2,984

営業外収益合計 38,367 40,190

営業外費用

支払利息 3,658 3,547

不動産賃貸費用 19,799 19,946

その他 5,155 1,729

営業外費用合計 28,613 25,222

経常損失（△） △115,753 △56,172

特別利益

固定資産売却益 9 -

投資有価証券売却益 - 1,199

特別利益合計 9 1,199

特別損失

減損損失 ― 6,699

固定資産売却損 3,246 -

固定資産除却損 435 0

特別損失合計 3,682 6,700

税金等調整前四半期純損失（△） △119,427 △61,672

法人税、住民税及び事業税 9,084 8,813

法人税等調整額 △35,281 △24,723

法人税等合計 △26,197 △15,909

四半期純損失（△） △93,230 △45,763

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △93,230 △45,763

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） ― ―

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △20,308 11,183

退職給付に係る調整額 299 441

その他の包括利益合計 △20,008 11,625

四半期包括利益 △113,239 △34,138

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △113,239 △34,138

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。


