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1. 2022年3月期第1四半期の連結業績（2021年4月1日～2021年6月30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 ％

2022年3月期第1四半期 3,676 226.2 △2,044 ― △2,012 ― △1,997 ―

2021年3月期第1四半期 1,126 △33.5 △1,552 ― △1,496 ― △1,505 ―

（注）包括利益 2022年3月期第1四半期　　△1,963百万円 （―％） 2021年3月期第1四半期　　△2,031百万円 （―％）

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

2022年3月期第1四半期 △105.65 ―

2021年3月期第1四半期 △77.70 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2022年3月期第1四半期 59,551 18,031 30.3 953.79

2021年3月期 43,884 20,340 46.3 1,067.88

（参考）自己資本 2022年3月期第1四半期 18,031百万円 2021年3月期 20,340百万円

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

2021年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00

2022年3月期 ―

2022年3月期（予想） 0.00 ― 15.00 15.00

（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. 2022年 3月期の連結業績予想（2021年 4月 1日～2022年 3月31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) 4,300 10.9 30 ― 50 ― 30 ― 1.56

通期 12,000 1.2 100 ― 150 ― 100 ― 5.21

（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

(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

(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） 2022年3月期1Q 20,031,000 株 2021年3月期 20,031,000 株

② 期末自己株式数 2022年3月期1Q 1,126,226 株 2021年3月期 983,876 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年3月期1Q 18,996,536 株 2021年3月期1Q 19,372,274 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
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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
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,419,200 5,255,924

受取手形及び営業未収入金 108,751 53,152

有価証券 10,343,954 10,222,775

商品及び製品 6,717 6,268

原材料及び貯蔵品 20,436 14,661

未収入金 9,205,928 28,598,421

その他 186,310 553,809

貸倒引当金 △1,265 △1,265

流動資産合計 26,290,033 44,703,748

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 13,957,842 13,952,462

減価償却累計額 △7,235,991 △7,292,288

建物及び構築物（純額） 6,721,850 6,660,174

機械装置及び運搬具 569,787 567,445

減価償却累計額 △549,155 △543,258

機械装置及び運搬具（純額） 20,632 24,187

土地 4,284,688 4,294,202

その他 937,035 942,322

減価償却累計額 △920,755 △927,346

その他（純額） 16,279 14,975

有形固定資産合計 11,043,451 10,993,539

無形固定資産

その他 16,059 19,327

無形固定資産合計 16,059 19,327

投資その他の資産

投資有価証券 5,946,542 3,263,309

繰延税金資産 4,121 1,027

敷金及び保証金 174,474 168,710

退職給付に係る資産 266,850 269,200

その他 143,090 132,283

投資その他の資産合計 6,535,078 3,834,530

固定資産合計 17,594,590 14,847,398

資産合計 43,884,624 59,551,147
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 102,282 51,859

短期借入金 9,033,806 15,558,047

未払金 13,631,616 25,155,679

未払法人税等 152,019 31,462

未払費用 87,202 66,901

前受金 200,349 248,170

その他 8,309 64,129

流動負債合計 23,215,587 41,176,249

固定負債

繰延税金負債 77,646 96,709

役員退職慰労引当金 81,103 82,827

資産除去債務 125,833 120,073

預り敷金保証金 44,409 44,105

固定負債合計 328,993 343,716

負債合計 23,544,580 41,519,966

純資産の部

株主資本

資本金 3,984,100 3,984,100

資本剰余金 3,344,000 3,344,000

利益剰余金 13,410,057 11,127,149

自己株式 △536,281 △595,975

株主資本合計 20,201,875 17,859,273

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 22,079 59,502

退職給付に係る調整累計額 116,088 112,404

その他の包括利益累計額合計 138,168 171,907

純資産合計 20,340,044 18,031,180

負債純資産合計 43,884,624 59,551,147
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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 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

売上高 1,126,899 3,676,350

売上原価 2,471,458 5,505,876

売上総損失（△） △1,344,559 △1,829,526

販売費及び一般管理費 207,877 215,052

営業損失（△） △1,552,436 △2,044,578

営業外収益

受取利息 16,533 12,293

受取配当金 36,784 34,101

その他 9,877 13,150

営業外収益合計 63,195 59,545

営業外費用

支払利息 3,469 3,526

為替差損 2,904 20,445

その他 1,370 3,036

営業外費用合計 7,744 27,007

経常損失（△） △1,496,985 △2,012,040

特別利益

投資有価証券売却益 78,932 69,065

特別利益合計 78,932 69,065

特別損失

固定資産除却損 4,020 3,118

特別損失合計 4,020 3,118

税金等調整前四半期純損失（△） △1,422,072 △1,946,093

法人税等 83,182 51,108

四半期純損失（△） △1,505,254 △1,997,201

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △1,505,254 △1,997,201
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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 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

四半期純損失（△） △1,505,254 △1,997,201

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △521,367 37,422

退職給付に係る調整額 △4,582 △3,684

その他の包括利益合計 △525,950 33,738

四半期包括利益 △2,031,204 △1,963,462

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,031,204 △1,963,462

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。
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