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1. 2022年12月期第3四半期の連結業績（2022年1月1日～2022年9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12月期第3四半期 6,019 △28.0 △141 △148.4 △118 △138.1 △117 △174.9

2021年12月期第3四半期 8,356 6.8 291 3.9 310 6.8 156 38.0

（注）包括利益 2022年12月期第3四半期　　△117百万円 （―％） 2021年12月期第3四半期　　156百万円 （38.0％）

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12月期第3四半期 △30.90 ―

2021年12月期第3四半期 41.25 ―

(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 ％

2022年12月期第3四半期 9,942 5,406 54.4

2021年12月期 9,145 5,675 62.1

（参考）自己資本 2022年12月期第3四半期 5,406百万円 2021年12月期 5,675百万円

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12月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00

2022年12月期 ― 0.00 ―

2022年12月期（予想） 40.00 40.00

（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12月期の連結業績予想（2022年 1月 1日～2022年12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 10,000 △12.7 600 2.1 560 △7.6 300 △69.5 79.07

（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 ： 有

(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12月期3Q 4,091,100 株 2021年12月期 4,091,100 株

② 期末自己株式数 2022年12月期3Q 296,936 株 2021年12月期 296,936 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年12月期3Q 3,794,164 株 2021年12月期3Q 3,794,164 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、当社グループ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。
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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12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,484,781 3,616,567

受取手形及び売掛金 789,517 647,003

商品及び製品 2,013,324 2,670,725

仕掛品 98,216 251,013

原材料及び貯蔵品 280,076 368,808

その他 572,585 390,604

貸倒引当金 △3,654 △2,861

流動資産合計 7,234,847 7,941,861

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 778,506 742,763

その他（純額） 429,020 439,101

有形固定資産合計 1,207,526 1,181,864

無形固定資産 5,849 3,982

投資その他の資産

その他 700,960 818,323

貸倒引当金 △3,375 △3,375

投資その他の資産合計 697,584 814,947

固定資産合計 1,910,960 2,000,794

資産合計 9,145,808 9,942,655

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 478,488 713,256

１年内償還予定の社債 10,000 10,000

１年内返済予定の長期借入金 455,606 436,372

前受金 647,306 1,464,701

未払法人税等 1,006 754

賞与引当金 229,238 295,194

その他 457,025 393,673

流動負債合計 2,278,670 3,313,953

固定負債

社債 390,000 380,000

長期借入金 738,431 762,896

退職給付に係る負債 7,194 8,863

その他 55,916 70,363

固定負債合計 1,191,542 1,222,122

負債合計 3,470,212 4,536,075
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 741,224 741,224

利益剰余金 4,944,038 4,675,023

自己株式 △109,667 △109,667

株主資本合計 5,675,595 5,406,579

純資産合計 5,675,595 5,406,579

負債純資産合計 9,145,808 9,942,655
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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 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
　至 2022年９月30日)

売上高 8,356,393 6,019,901

売上原価 4,506,356 3,185,657

売上総利益 3,850,037 2,834,244

販売費及び一般管理費 3,558,197 2,975,453

営業利益又は営業損失（△） 291,839 △141,209

営業外収益

受取利息 42 561

為替差益 20,803 20,891

買掛金消却益 7,102 229

その他 3,112 6,776

営業外収益合計 31,061 28,459

営業外費用

支払利息 6,370 4,703

社債発行費償却 3,993 ―

その他 2,531 638

営業外費用合計 12,895 5,342

経常利益又は経常損失（△） 310,005 △118,091

特別利益

受取給付金 8,833 643

特別利益合計 8,833 643

特別損失

固定資産除却損 851 2,050

新型コロナウイルス感染症による損失 6,666 303

その他 351 ―

特別損失合計 7,869 2,353

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

310,969 △119,802

法人税等 154,476 △2,553

四半期純利益又は四半期純損失（△） 156,492 △117,248

非支配株主に帰属する四半期純利益 ― ―

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

156,492 △117,248
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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 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
　至 2022年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 156,492 △117,248

四半期包括利益 156,492 △117,248

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 156,492 △117,248

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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ておりますが、四半期連結財務諸表及び期首の利益剰余金に与える重要な影響はありません。

なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年３月31日）第28-15項に定める経

過的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載

しておりません。

（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」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第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19項及び「金融商品に関する会計

基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基

準等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いたしました。なお、四半期連結財務諸表へ

の影響はありません。

　


