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1. 令和5年4月期第2四半期の連結業績（令和4年5月1日～令和4年10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 ％

5年4月期第2四半期 10,692 5.7 643 3.9 652 0.8 474 12.8

4年4月期第2四半期 10,117 14.9 619 8.3 646 13.5 420 12.5

（注）包括利益 5年4月期第2四半期　　470百万円 （4.5％） 4年4月期第2四半期　　450百万円 （17.8％）

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

5年4月期第2四半期 53.89 ―

4年4月期第2四半期 47.70 ―

(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 ％

5年4月期第2四半期 18,569 9,469 50.7

4年4月期 15,944 9,233 57.9

（参考）自己資本 5年4月期第2四半期 9,423百万円 4年4月期 9,233百万円

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

4年4月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00

5年4月期 ― 0.00

5年4月期（予想） ― 30.00 30.00

（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. 令和 5年 4月期の連結業績予想（令和 4年 5月 1日～令和 5年 4月30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 22,000 7.3 1,509 3.7 1,534 2.9 1,026 5.8 116.32

（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 ： 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） 5年4月期2Q 9,025,280 株 4年4月期 9,025,280 株

② 期末自己株式数 5年4月期2Q 219,985 株 4年4月期 203,966 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 5年4月期2Q 8,802,785 株 4年4月期2Q 8,817,033 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予想等の将来に関する記述は、当社が現状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およ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、添付資
料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。
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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、ウィズコロナの新たな段階への移行が進められる中、各種政

策の効果等により個人消費や設備投資など一部で持ち直しの動きが見られるものの、世界的な金融引締め等が続く

中での金融資本市場の変動や物価上昇、供給面での制約等の下振れリスクも大きく、依然として先行き不透明な状

況が継続しております。

　当社グループが関係する安全機材業界及びサインメディア業界におきましては、自然災害からの復興や国土強靭

化への対応などにより公共事業投資が底堅く推移するとともに、民間設備投資においても一部で持ち直しの動きが

見られましたが、原材料の高騰に伴う仕入価格の上昇等、コスト増加による業績への影響も想定され、引き続き慎

重な動きが続くと見込まれます。

　このような状勢のもと、引き続き当社グループは収益力の向上に向け、顧客ニーズに沿ったレンタル事業及びサ

インメディア事業の営業促進と各種経営リソースの強化、並びに物流システムの効率化を行うとともに、ブロック

経営を基点としての営業拠点ネットワーク網の一層の連携機能促進を図るなど企業体質の改善へと注力してまいり

ました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高10,692百万円（前年同四半期比5.7％増）、営業利益643

百万円（前年同四半期比3.9％増）、経常利益652百万円（前年同四半期比0.8％増）、親会社株主に帰属する四半

期純利益474百万円（前年同四半期比12.8％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　当第２四半期連結会計期間末における資産合計は18,569百万円で、前連結会計年度末に比べ2,625百万円の増加

となりました。主な要因は、現金及び預金が882百万円の減少、受取手形及び売掛金が365百万円の増加、商品が

732百万円の増加、土地が1,078百万円の増加等によるものです。

（負債）

　当第２四半期連結会計期間末における負債合計は9,100百万円で、前連結会計年度末に比べ2,390百万円の増加と

なりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が361百万円の増加、短期借入金が1,240百万円の増加、長期借入金

が538百万円の増加等によるものです。

（純資産）

　当第２四半期連結会計期間末における純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ235百万円の増加とな

り、9,469百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が210百万円の増加、その他有価証券評価差額金が5百万

円の減少等によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　令和５年４月期業績予想につきましては、令和４年６月９日に公表いたしました業績予想から、現時点において

変更はありません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(令和４年４月30日)

当第２四半期連結会計期間
(令和４年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,569,496 2,687,432

受取手形及び売掛金 3,555,560 3,920,598

電子記録債権 418,358 414,220

商品 2,330,717 3,063,591

原材料及び貯蔵品 194,763 253,337

その他 128,194 203,333

貸倒引当金 △16,966 △15,933

流動資産合計 10,180,125 10,526,581

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,066,727 1,599,004

レンタル品（純額） 1,022,038 1,270,326

土地 2,451,655 3,529,723

建設仮勘定 - 308,634

その他（純額） 108,177 149,781

有形固定資産合計 4,648,598 6,857,469

無形固定資産

のれん 276,114 349,164

その他 79,686 56,816

無形固定資産合計 355,801 405,981

投資その他の資産

投資有価証券 464,387 456,952

繰延税金資産 125,975 139,345

その他 196,377 211,616

貸倒引当金 △27,183 △28,476

投資その他の資産合計 759,555 779,438

固定資産合計 5,763,955 8,042,888

資産合計 15,944,080 18,569,469

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
(令和４年４月30日)

当第２四半期連結会計期間
(令和４年10月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,325,621 2,687,268

電子記録債務 1,642,525 1,534,843

短期借入金 - 1,240,000

１年内償還予定の社債 50,000 50,000

１年内返済予定の長期借入金 88,502 236,349

未払法人税等 329,473 270,722

賞与引当金 325,620 355,570

その他 757,073 714,195

流動負債合計 5,518,817 7,088,947

固定負債

社債 25,000 -

長期借入金 671,521 1,209,698

その他 494,880 801,680

固定負債合計 1,191,402 2,011,379

負債合計 6,710,219 9,100,327

純資産の部

株主資本

資本金 697,266 697,266

資本剰余金 797,013 798,871

利益剰余金 7,677,889 7,888,530

自己株式 △73,400 △90,387

株主資本合計 9,098,769 9,294,281

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 134,579 129,521

その他の包括利益累計額合計 134,579 129,521

非支配株主持分 512 45,339

純資産合計 9,233,861 9,469,142

負債純資産合計 15,944,080 18,569,469
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　令和３年５月１日

　至　令和３年10月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　令和４年５月１日
　至　令和４年10月31日)

売上高 10,117,592 10,692,980

売上原価 6,514,519 6,828,401

売上総利益 3,603,073 3,864,578

販売費及び一般管理費 2,983,669 3,221,065

営業利益 619,403 643,513

営業外収益

受取利息 50 459

受取配当金 4,331 6,097

投資事業組合運用益 17,940 -

為替差益 - 5

雑収入 9,092 10,919

営業外収益合計 31,415 17,481

営業外費用

支払利息 1,390 5,670

投資事業組合運用損 - 2,872

為替差損 152 -

雑損失 2,352 195

営業外費用合計 3,895 8,738

経常利益 646,923 652,256

特別利益

負ののれん発生益 - 43,262

特別利益合計 - 43,262

税金等調整前四半期純利益 646,923 695,519

法人税、住民税及び事業税 250,255 240,129

法人税等調整額 △23,932 △20,452

法人税等合計 226,322 219,677

四半期純利益 420,600 475,841

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（△）
△4 1,444

親会社株主に帰属する四半期純利益 420,604 474,396

（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２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　令和３年５月１日

　至　令和３年10月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　令和４年５月１日
　至　令和４年10月31日)

四半期純利益 420,600 475,841

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 29,696 △5,058

その他の包括利益合計 29,696 △5,058

四半期包括利益 450,296 470,782

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 450,300 469,338

非支配株主に係る四半期包括利益 △4 1,444

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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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。
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