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（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３月期第３四半期 3,365 - 327 - 302 - 199 -

2022年３月期第３四半期 - - - - - - - -

（注）包括利益 2023年３月期第３四半期 199百万円（-％） 2022年３月期第３四半期 -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 73.56 -

2022年３月期第３四半期 - -

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 3,574 2,383 66.7

2022年３月期 3,344 2,184 65.3

（参考）自己資本 2023年３月期第３四半期 2,383百万円 2022年３月期 2,184百万円

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 - 0.00 0.00

2023年３月期 - 0.00 -

2023年３月期（予想） 0.00 0.00

（％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 4,727 - 480 - 472 - 308 - 113.89

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）

（注）2022年３月期第３四半期については四半期連結財務諸表を作成していないため、2022年３月期第３四半期の数値及

び2023年３月期第３四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年３月期３Ｑ 2,707,000株 2022年３月期 2,707,000株

②  期末自己株式数 2023年３月期３Ｑ -株 2022年３月期 -株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期３Ｑ 2,707,000株 2022年３月期３Ｑ 2,707,000株

※  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

（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）

（注）当社は、2021年12月31日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。前連結会計

年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「期末発行済株式数」、「期末自己株式数」及び「期中

平均株式数」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

（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。
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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におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響からの持ち直しの動きが見

られ、経済・社会活動の正常化が進んだ一方、新型コロナウイルス感染症の感染再拡大、ロシアによるウクライナ

侵攻の長期化に伴う資源価格・エネルギー価格の高騰や急速な円安の進行等の影響により、依然として先行き不透

明な状況が続いております。

　当社グループのセキュリティ事業においては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点より、工事の中止、延

期など営業活動に悪影響を受けた期間となりました。

　一方、モバイル事業においては、新型端末の発売と共にお客様のニーズに応えた様々な料金プランが登場してお

り、お客様のご利用状況に合わせた料金プランをご提案するとともに、光回線、映像・音楽コンテンツ配信、キャ

ッシュレス決済、マイナンバーの申請サポート等、収益の多様化に取り組んで参りました。

　その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は3,365百万円、営業利益は327百万円、経常利益は302百万円、

親会社株主に帰属する四半期純利益は199百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末比229百万円増の3,574百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金の増加276百万円、売上債権の増加11百万円、商品及び製品の増加56百万円、建設

仮勘定の増加236百万円、未収還付法人税等の減少269百万円、未収還付消費税等を含むその他流動資産の減少79百

万円などによるものであります。

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末比30百万円増の1,190百万円となりまし

た。これは主に、支払手形及び買掛金の増加63百万円、未払法人税等の増加72百万円、短期借入金の減少105百万

円などによるものであります。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末比199百万円増の2,383百万円となりまし

た。これは、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加199百万円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

　連結業績予想については、2022年12月26日の「東京証券取引所スタンダード市場への上場に伴う当社決算情報等

のお知らせ」で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。
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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）

資産の部

流動資産

現金及び預金 399,684 676,390

受取手形 5,213 158

売掛金 466,101 482,202

商品及び製品 805,359 861,639

未収還付法人税等 269,384 -

その他 112,719 33,707

流動資産合計 2,058,462 2,054,097

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 630,838 621,615

土地 405,873 405,873

リース資産（純額） 41,756 25,860

建設仮勘定 20,108 256,278

その他（純額） 29,954 29,259

有形固定資産合計 1,128,530 1,338,887

無形固定資産 7,841 7,721

投資その他の資産

敷金及び保証金 114,690 113,461

繰延税金資産 7,964 33,523

その他 27,163 26,892

投資その他の資産合計 149,818 173,877

固定資産合計 1,286,190 1,520,485

資産合計 3,344,653 3,574,583

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 76,309 140,036

短期借入金 205,000 100,000

１年内返済予定の長期借入金 79,664 78,354

未払法人税等 - 72,767

リース債務 17,963 11,187

賞与引当金 26,907 3,018

その他 95,110 153,447

流動負債合計 500,954 558,811

固定負債

長期借入金 626,378 611,037

リース債務 23,792 14,673

繰延税金負債 2,648 -

その他 6,303 6,362

固定負債合計 659,123 632,072

負債合計 1,160,077 1,190,883

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
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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）

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 10 10

利益剰余金 2,084,565 2,283,689

株主資本合計 2,184,575 2,383,699

純資産合計 2,184,575 2,383,699

負債純資産合計 3,344,653 3,574,583
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（単位：千円）

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）

売上高 3,365,751

売上原価 2,157,117

売上総利益 1,208,633

販売費及び一般管理費 880,874

営業利益 327,759

営業外収益

受取利息及び受取配当金 3

助成金収入 1,199

還付加算金 1,808

その他 1,214

営業外収益合計 4,226

営業外費用

支払利息 5,716

為替差損 1,473

上場関連費用 22,126

営業外費用合計 29,317

経常利益 302,668

特別利益

固定資産売却益 3,117

特別利益合計 3,117

特別損失

店舗閉鎖損失 1,364

特別損失合計 1,364

税金等調整前四半期純利益 304,421

法人税、住民税及び事業税 133,505

法人税等調整額 △28,207

法人税等合計 105,297

四半期純利益 199,124

親会社株主に帰属する四半期純利益 199,124

（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３四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

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）

四半期純利益 199,124

四半期包括利益 199,124

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 199,124

非支配株主に係る四半期包括利益 -

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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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。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響について）

　新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた会計上の見積りにおいて、有価証券届出書（追加情報）に記載いた

しました仮定に重要な変更はありません。

（単位：千円）

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）３

セキュリ
ティ事業

モバイル
事業

計

売上高

顧客との契約から生じ

る収益
1,844,827 1,510,310 3,355,138 - 3,355,138 - 3,355,138

その他の収益 - - - 10,613 10,613 - 10,613

外部顧客への売上高 1,844,827 1,510,310 3,355,138 10,613 3,365,751 - 3,365,751

セグメント間の内部売

上高又は振替高
- - - 4,815 4,815 △4,815 -

計 1,844,827 1,510,310 3,355,138 15,428 3,370,566 △4,815 3,365,751

セグメント利益 357,617 137,476 495,094 12,151 507,245 △179,485 327,759

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

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）

　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並びに収益の分解情報

　（注）１．「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、不動産賃貸事業等を含んでおり

ます。

２．セグメント利益の調整額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。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　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）

　「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。
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