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1. 2023年9月期第1四半期の連結業績（2022年10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）

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9月期第1四半期 833 △22.8 △34 ― △77 ― △83 ―

2022年9月期第1四半期 1,080 △5.9 △44 ― △53 ― △65 ―

（注）包括利益 2023年9月期第1四半期　　△64百万円 （―％） 2022年9月期第1四半期　　△75百万円 （―％）

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9月期第1四半期 △0.99 ―

2022年9月期第1四半期 △0.78 ―

(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9月期第1四半期 6,835 5,631 81.9

2022年9月期 7,224 5,865 80.7

（参考）自己資本 2023年9月期第1四半期 5,599百万円 2022年9月期 5,833百万円

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9月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00

2023年9月期 ―

2023年9月期（予想） ― ― ― ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

2023年９月期の期末配当につきましては、現時点では未定としております。

3. 2023年 9月期の連結業績予想（2022年10月 1日～2023年 9月30日）

（％表示は、通期は対前期、四半期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

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

第2四半期(累計) ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 4,400 △6.5 310 △19.0 220 △41.7 110 △45.3 1.31

（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

（注）詳細は、添付資料Ｐ．６ 「１. 四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」 をご覧ください。

(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9月期1Q 84,834,140 株 2022年9月期 84,834,140 株

② 期末自己株式数 2023年9月期1Q 32,067 株 2022年9月期 31,987 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年9月期1Q 84,802,130 株 2022年9月期1Q 84,430,563 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。
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１．四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９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,949,892 1,661,032

受取手形、売掛金及び契約資産 1,547,341 1,376,100

仕掛品 35,049 47,601

原材料及び貯蔵品 39 21

その他 492,404 489,023

貸倒引当金 △30,084 △30,084

流動資産合計 3,994,644 3,543,696

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 32,976 32,089

工具、器具及び備品（純額） 14,159 15,285

有形固定資産合計 47,135 47,375

無形固定資産

のれん 2,069,524 2,035,902

その他 341,718 330,355

無形固定資産合計 2,411,242 2,366,258

投資その他の資産 771,782 878,411

固定資産合計 3,230,160 3,292,045

資産合計 7,224,804 6,835,741

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 181,058 178,913

未払法人税等 84,827 9,662

その他 509,963 472,918

流動負債合計 775,849 661,494

固定負債

社債 280,000 260,000

長期借入金 170,000 150,000

資産除去債務 10,176 10,184

その他 123,114 122,177

固定負債合計 583,290 542,362

負債合計 1,359,140 1,203,856
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,706,476 1,706,476

資本剰余金 3,712,343 3,542,739

利益剰余金 522,094 438,561

自己株式 △8,078 △8,086

株主資本合計 5,932,836 5,679,691

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,675 △11,496

為替換算調整勘定 △101,032 △69,070

その他の包括利益累計額合計 △99,357 △80,566

新株予約権 24,519 24,519

非支配株主持分 7,665 8,241

純資産合計 5,865,664 5,631,885

負債純資産合計 7,224,804 6,835,741
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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 2021年10月１日
　至 2021年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
　至 2022年12月31日)

売上高 1,080,646 833,839

売上原価 883,230 652,183

売上総利益 197,416 181,655

販売費及び一般管理費 241,492 216,544

営業損失（△） △44,076 △34,889

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 275 299

為替差益 8,214 ―

助成金収入 324 4,827

コンサルティング収入 1,250 ―

その他 487 141

営業外収益合計 10,551 5,267

営業外費用

支払利息 3,990 3,142

支払手数料 10,219 6,812

為替差損 ― 33,319

その他 5,377 4,399

営業外費用合計 19,587 47,674

経常損失（△） △53,112 △77,296

特別利益

投資有価証券売却益 2,851 399

特別利益合計 2,851 399

特別損失

投資有価証券売却損 ― 3,226

投資有価証券評価損 1,313 ―

店舗閉鎖損失 5,843 ―

特別損失合計 7,156 3,226

税金等調整前四半期純損失（△） △57,417 △80,124

法人税、住民税及び事業税 8,094 2,833

法人税等合計 8,094 2,833

四半期純損失（△） △65,511 △82,957

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△51 575

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △65,459 △83,533
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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 2021年10月１日
　至 2021年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
　至 2022年12月31日)

四半期純損失（△） △65,511 △82,957

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,153 △13,171

為替換算調整勘定 △7,968 31,962

その他の包括利益合計 △10,121 18,790

四半期包括利益 △75,633 △64,166

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △75,581 △64,742

非支配株主に係る四半期包括利益 △51 575
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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。

（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の適用）

「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。）を当第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。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 2021年10月１日 至 2021年12月31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

（単位：千円）

報告セグメント
その他
(注)

合計
テクノロジー

事業

オープン
イノベーション

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 794,267 286,378 1,080,646 ― 1,080,646

セグメント間の内部
売上高又は振替高

6 8,895 8,901 ― 8,901

計 794,273 295,273 1,089,547 ― 1,089,547

セグメント利益又は
損失(△)

4,812 3,116 7,929 △63 7,865

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

　 内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

売上高 金額

報告セグメント計 1,089,547

「その他」の区分の売上高 ―

セグメント間取引消去 △8,901

四半期連結損益計算書の売上高 1,080,646

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 7,929

「その他」の区分の利益 △63

全社費用（注） △51,942

四半期連結損益計算書の営業利益 △44,076

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2022年10月１日 至 2022年12月31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

（単位：千円）

報告セグメント
その他
(注)

合計
テクノロジー

事業

オープン
イノベーション

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 608,518 225,321 833,839 ― 833,839

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 159 159 ― 159

計 608,518 225,480 833,998 ― 833,998

セグメント利益又は
損失(△)

27,479 △25,256 2,223 ― 2,223

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

　 内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

売上高 金額

報告セグメント計 833,998

「その他」の区分の売上高 ―

セグメント間取引消去 △159

四半期連結損益計算書の売上高 833,839

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 2,223

「その他」の区分の利益 ―

全社費用（注） △37,113

四半期連結損益計算書の営業利益 △34,889

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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２．その他

該当事項ありません。

　


