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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第１四半期の連結業績（2022年４月１日～2022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 ％

2023年３月期第１四半期 8,428 △0.5 109 △58.2 207 △46.2 10 △72.4

2022年３月期第１四半期 8,472 19.9 260 － 385 － 39 －
(注) 包括利益 2023年３月期第１四半期 0百万円( △97.7％) 2022年３月期第１四半期 22百万円( －％)
　

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１四半期 7.73 －

2022年３月期第１四半期 28.01 －
　　

（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１四半期 45,829 17,995 39.0

2022年３月期 46,664 18,164 38.7
(参考) 自己資本 2023年３月期第１四半期 17,867百万円 2022年３月期 18,039百万円

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 － 120.00 120.00

2023年３月期 －

2023年３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
　

当社は定款において３月31日又は９月30日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予
想額は未定であります。

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、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) 16,269 △3.2 △537 － △482 － △832 － △588.20

通期 40,236 △3.1 1,332 △32.8 1,382 △36.0 832 △34.2 588.23
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 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) 2023年３月期１Ｑ 1,418,000株 2022年３月期 1,418,000株

② 期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 3,192株 2022年３月期 3,192株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 1,414,808株 2022年３月期１Ｑ 1,414,808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。業績予想の
前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）2ページ
「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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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１四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が続く中、その活動再開に

向けた動きが見られつつあります。しかしながら、感染症再拡大の懸念やウクライナ情勢等の影響から資源価格が

上昇しているため、依然として先行き不透明な状況となっております。

　物流業界では、燃料価格上昇に伴うコスト増加やドライバー不足の長期化により、厳しい経営環境が続いており

ます。不動産業界では、首都圏の大型物流施設の空室率が悪化した一方で、賃料水準の高いエリアで複数の新規物

件供給があったため、賃料は緩やかに上昇いたしました。印刷業界の婚礼分野では、新型コロナウイルス感染症の

影響による開催規模縮小や列席者数制限が大きく影響しており、新聞分野についても、発行部数の減少傾向が継続

する等、依然として厳しい状況が続いております。

　このような経営環境に対応すべく、当社グループは、原点である経営理念の「顧客に対する最高のサービス」、

「適正利潤の追求」、「眞に働きがいのある会社」に立ち返り、取り組みを行ってまいりました。

　これらの結果、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い停滞していた、印刷事業における婚礼印刷の受注件数が回

復傾向を示した一方、輸出鋼材の取扱量や製鉄関連作業量が減少したこと等により、当第１四半期連結累計期間に

おける売上高は8,428百万円（前年同四半期比0.5％減）、営業利益は人件費、燃料費等の増加もあり109百万円

（前年同四半期比58.2％減）、経常利益は207百万円（前年同四半期比46.2％減）、親会社株主に帰属する四半期

純利益は10百万円（前年同四半期比72.4％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第１四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に比べ835百万円減少し、45,829百万円とな

りました。これは主に、現金及び預金が631百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が169百万円減少したことによ

るものであります。

　負債合計は、前連結会計年度末に比べ666百万円減少し、27,833百万円となりました。これは主に、賞与額の確

定に伴う振替等により流動負債のその他に含まれる未払費用が618百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が274

百万円、未払法人税等が133百万円、賞与引当金が260百万円、流動負債のその他に含まれる未払金が182百万円、

長期借入金が272百万円減少したことによるものであります。

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べ169百万円減少し、17,995百万円となり、自己資本比率は39.0％となり

ました。これは主に、配当金の支払等により利益剰余金が158百万円減少したこと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

　 当期の連結業績予想について、現時点においては、2022年５月13日発表の予想数値に変更ありません。

　 なお、新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

　 今後、連結業績予想の修正が必要と判断された場合には、速やかに開示いたします。
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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１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,698,171 6,066,601

受取手形、売掛金及び契約資産 4,645,953 4,476,791

電子記録債権 1,180,582 1,155,857

商品及び製品 52,130 50,443

仕掛品 5,014 19,062

原材料及び貯蔵品 870,123 905,253

その他 806,144 798,014

貸倒引当金 △12,509 △12,385

流動資産合計 14,245,611 13,459,637

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,982,048 5,823,777

機械装置及び運搬具（純額） 1,548,480 1,522,038

土地 17,135,617 17,135,617

その他（純額） 662,256 782,797

有形固定資産合計 25,328,402 25,264,231

無形固定資産

借地権 1,113,556 1,113,556

その他 626,776 616,654

無形固定資産合計 1,740,333 1,730,210

投資その他の資産

投資有価証券 1,866,174 1,809,376

長期貸付金 558,526 549,099

繰延税金資産 992,635 1,068,310

退職給付に係る資産 80,426 78,464

その他 1,868,308 1,885,168

貸倒引当金 △15,445 △15,470

投資その他の資産合計 5,350,625 5,374,950

固定資産合計 32,419,360 32,369,392

資産合計 46,664,971 45,829,030
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,083,377 2,808,544

電子記録債務 762,951 750,715

短期借入金 5,268,277 5,174,574

未払法人税等 494,608 361,068

賞与引当金 396,549 136,298

その他 2,071,095 2,433,653

流動負債合計 12,076,859 11,664,854

固定負債

長期借入金 10,014,886 9,742,186

繰延税金負債 17,483 11,352

再評価に係る繰延税金負債 2,542,865 2,542,865

役員退職慰労引当金 1,385,887 1,374,624

退職給付に係る負債 1,461,823 1,492,799

長期預り金 799,369 807,836

その他 201,245 197,214

固定負債合計 16,423,560 16,168,878

負債合計 28,500,420 27,833,733

純資産の部

株主資本

資本金 2,189,000 2,189,000

資本剰余金 32,425 32,425

利益剰余金 9,824,105 9,665,262

自己株式 △11,930 △11,930

株主資本合計 12,033,600 11,874,757

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 399,641 389,155

土地再評価差額金 5,573,222 5,573,222

退職給付に係る調整累計額 33,057 30,314

その他の包括利益累計額合計 6,005,922 5,992,692

非支配株主持分 125,028 127,847

純資産合計 18,164,551 17,995,296

負債純資産合計 46,664,971 45,829,030
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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４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

売上高 8,472,319 8,428,469

売上原価 6,899,121 6,938,800

売上総利益 1,573,197 1,489,668

販売費及び一般管理費

役員報酬 117,128 114,471

給料手当及び賞与 421,555 436,380

賞与引当金繰入額 38,185 43,644

退職給付費用 13,882 14,466

役員退職慰労引当金繰入額 13,565 13,586

その他 708,075 758,060

販売費及び一般管理費合計 1,312,393 1,380,609

営業利益 260,803 109,059

営業外収益

受取利息 4,459 4,152

受取配当金 34,374 24,698

貸倒引当金戻入額 13,831 100

受取賞品 38,879 43,342

雇用調整助成金 24,520 6,419

その他 39,067 45,108

営業外収益合計 155,133 123,821

営業外費用

支払利息 28,482 24,077

その他 1,918 1,303

営業外費用合計 30,401 25,380

経常利益 385,536 207,499

特別利益

固定資産売却益 44 39

投資有価証券売却益 － 110,253

特別利益合計 44 110,292

特別損失

固定資産除却損 155 19,681

投資有価証券売却損 683 －

投資有価証券評価損 － 2,304

特別損失合計 839 21,986

税金等調整前四半期純利益 384,741 295,805

法人税、住民税及び事業税 393,197 354,982

法人税等調整額 △47,836 △72,928

法人税等合計 345,360 282,053

四半期純利益 39,380 13,752

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（△）

△247 2,818

親会社株主に帰属する四半期純利益 39,627 10,933
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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４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

四半期純利益 39,380 13,752

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △14,750 △10,486

退職給付に係る調整額 △2,249 △2,743

その他の包括利益合計 △16,999 △13,229

四半期包括利益 22,381 522

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 22,628 △2,295

非支配株主に係る四半期包括利益 △247 2,818
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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等の適用）

「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。

　


