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

2022年3月期第3四半期 11,279 45.0 △8,703 ― △8,635 ― △5,820 ―

2021年3月期第3四半期 7,780 44.5 △781 ― △712 ― △766 ―

（注）包括利益 2022年3月期第3四半期　　△6,068百万円 （―％） 2021年3月期第3四半期　　△959百万円 （―％）

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3四半期 △308.71 ―

2021年3月期第3四半期 △39.90 ―

(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3四半期 19,499 13,885 71.2 740.65

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3四半期 13,885百万円 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 ― 0.00 ―

2022年3月期（予想） 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、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 13,500 13.8 △5,900 ― △5,800 ― △3,500 ― △185.63

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年3月期3Q 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3Q 1,283,900 株 2021年3月期 983,800 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年3月期3Q 18,854,089 株 2021年3月期3Q 19,218,214 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３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,419,200 5,795,196

受取手形及び営業未収入金 108,751 78,601

有価証券 10,343,954 31,005

商品及び製品 6,717 6,541

原材料及び貯蔵品 20,436 11,598

未収入金 9,205,928 172,314

その他 186,310 334,803

貸倒引当金 △1,265 △1,265

流動資産合計 26,290,033 6,428,795

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 13,957,842 13,922,591

減価償却累計額 △7,235,991 △7,407,302

建物及び構築物（純額） 6,721,850 6,515,288

機械装置及び運搬具 569,787 565,382

減価償却累計額 △549,155 △544,072

機械装置及び運搬具（純額） 20,632 21,309

土地 4,284,688 4,294,202

その他 937,035 947,669

減価償却累計額 △920,755 △917,387

その他（純額） 16,279 30,282

有形固定資産合計 11,043,451 10,861,083

無形固定資産

その他 16,059 18,604

無形固定資産合計 16,059 18,604

投資その他の資産

投資有価証券 5,946,542 1,640,337

繰延税金資産 4,121 12,041

敷金及び保証金 174,474 157,360

退職給付に係る資産 266,850 272,748

その他 143,090 108,139

投資その他の資産合計 6,535,078 2,190,626

固定資産合計 17,594,590 13,070,314

資産合計 43,884,624 19,499,109

　



3

(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 102,282 65,884

短期借入金 9,033,806 4,462,454

未払金 13,631,616 206,063

未払法人税等 152,019 1,710

未払費用 87,202 75,006

前受金 200,349 408,952

その他 8,309 39,064

流動負債合計 23,215,587 5,259,137

固定負債

繰延税金負債 77,646 110,505

役員退職慰労引当金 81,103 88,105

資産除去債務 125,833 114,822

預り敷金保証金 44,409 41,401

固定負債合計 328,993 354,835

負債合計 23,544,580 5,613,972

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 7,330,353

自己株式 △536,281 △663,869

株主資本合計 20,201,875 13,994,583

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 △214,483

退職給付に係る調整累計額 116,088 105,036

その他の包括利益累計額合計 138,168 △109,446

純資産合計 20,340,044 13,885,137

負債純資産合計 43,884,624 19,499,109
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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 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

売上高 7,780,995 11,279,673

売上原価 8,069,466 19,463,066

売上総損失（△） △288,470 △8,183,392

販売費及び一般管理費 493,006 519,919

営業損失（△） △781,477 △8,703,312

営業外収益

受取利息 64,156 41,623

受取配当金 64,832 46,799

その他 25,523 26,769

営業外収益合計 154,512 115,192

営業外費用

支払利息 11,536 22,887

投資有価証券売却損 140 ―

為替差損 69,631 20,445

その他 4,467 4,177

営業外費用合計 85,775 47,510

経常損失（△） △712,740 △8,635,630

特別利益

投資有価証券売却益 119,239 125,869

受取損害賠償金 49,333 ―

債務免除益 ― 3,000,000

その他 ― 1,500

特別利益合計 168,572 3,127,369

特別損失

固定資産除却損 36,269 5,768

投資有価証券売却損 ― 237,199

減損損失 17,204 3,061

その他 110 ―

特別損失合計 53,584 246,029

税金等調整前四半期純損失（△） △597,751 △5,754,290

法人税等 169,136 66,242

四半期純損失（△） △766,888 △5,820,532

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △766,888 △5,820,532
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四半期連結包括利益計算書

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 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

四半期純損失（△） △766,888 △5,820,532

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △182,771 △236,562

退職給付に係る調整額 △9,373 △11,052

その他の包括利益合計 △192,144 △247,614

四半期包括利益 △959,032 △6,068,146

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △959,032 △6,068,146

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。

　


