
　
令和５年２月期  第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

令和５年１月12日

上場会社名 株式会社 エスケイジャパン 上場取引所  東

コード番号 7608 ＵＲＬ  https://www.sk-japan.co.jp

代表者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）八百  博徳

問合せ先責任者 （役職名）執行役員管理部長 （氏名）石井  正則 ＴＥＬ  03-6660-5005

四半期報告書提出予定日 令和５年１月12日 配当支払開始予定日 －

四半期決算補足説明資料作成の有無：無

四半期決算説明会開催の有無      ：無

（百万円未満切捨て）

（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２月期第３四半期 7,138 57.4 500 44.3 473 31.2 323 22.7

４年２月期第３四半期 4,535 13.1 347 77.5 360 81.0 263 36.6

（注）包括利益 ５年２月期第３四半期 337百万円（31.4％） ４年２月期第３四半期 256百万円（22.1％）

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２月期第３四半期 39.16 －

４年２月期第３四半期 31.95 －

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

５年２月期第３四半期 4,850 3,989 82.2 482.53

４年２月期 4,331 3,735 86.2 452.57

（参考）自己資本 ５年２月期第３四半期 3,989百万円 ４年２月期 3,735百万円

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２月期 － 4.00 － 5.00 9.00

５年２月期 － 6.00 －

５年２月期（予想） 6.00 12.00

（％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 9,500 46.2 530 16.5 530 12.4 340 1.7 41.15

１．令和５年２月期第３四半期の連結業績（令和４年３月１日～令和４年11月30日）

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和２年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、令和

５年２月期第３四半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

（２）連結財政状態

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和２年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、令和

５年２月期第３四半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

２．配当の状況

（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２月期の連結業績予想（令和４年３月１日～令和５年２月28日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） ５年２月期３Ｑ 8,490,103株 ４年２月期 8,490,103株

②  期末自己株式数 ５年２月期３Ｑ 222,977株 ４年２月期 236,909株

③  期中平均株式数（四半期累計） ５年２月期３Ｑ 8,261,215株 ４年２月期３Ｑ 8,249,435株

※  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

(注)詳細は、添付資料７ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸

表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

（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

（注）詳細は、添付資料７ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変

更）」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

※  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

（将来に関する記述等についてのご注意）

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、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３四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」の行動制限が緩和されて以

降、新規感染者数が増加する中でも経済活動正常化に向けた動きが継続される一方、急激な為替変動やウクライナ

侵攻問題等の影響によって輸入原材料が高騰し商品の値上げが相次ぐなど依然として先行きが不透明な状況が続い

ております。

このような中、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は、7,138百万円（前年同期比57.4％増）、

営業利益は500百万円（前年同期比44.3％増）、経常利益は473百万円（前年同期比31.2％増）、親会社株主に帰属

する四半期純利益は323百万円（前年同期比22.7％増）と前年同期実績を上回りました。

なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和２年３月31日）等を第１四半期連結会計期間

の期首から適用しています。この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高、販売費及び一般管理費がそれぞれ14

百万円減少しましたが、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する四半期純利益に与える影響はありません。

  セグメントの概況は次のとおりであります。

＜キャラクターエンタテインメント事業＞

キャラクターエンタテインメント事業は、取引先でクレーンゲーム機器の増台や差別化を目的とした独自商品確

保の動きが活発化したこと等によりクレーンゲーム市場が活況であったことに加え、競走馬を商品化した「サラブ

レッドコレクション」やゲームソフト発売から30周年の「星のカービィ」等の受注が引き続き好調に推移した結

果、売上高5,245百万円（前年同期比83.3％増）、営業利益398百万円（前年同期比58.4％増）と前年同期実績を上

回りました。

＜キャラクター・ファンシー事業＞

キャラクター・ファンシー事業は、人気お菓子キャラクター「たべっ子どうぶつ」商品や「星のカービィ」「ポ

ケットモンスター」等の定番キャラクターの販売が好調であったことに加え、バスボール（フィギュア入り入浴

剤）の販売も引き続き好調に推移した結果、売上高1,893百万円（前年同期比13.1％増）、営業利益102百万円（前

年同期比7.3％増）と前年同期実績を上回りました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて519百万円増加し、4,850百万円とな

りました。これは主に、現金及び預金の減少額602百万円により一部相殺されたものの、受取手形、売掛金及び契

約資産（前連結会計年度末は受取手形及び売掛金）の増加額578百万円、電子記録債権の増加額125百万円、商品の

増加額391百万円によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べて265百万円増加し、861百万円となりました。これは主に、買掛金の増加額

190百万円、流動負債「その他」の増加額35百万円、固定負債「その他」の増加額34百万円によるものでありま

す。

純資産は、前連結会計年度末に比べて253百万円増加し、3,989百万円となりました。これは主に、利益剰余金の

増加額232百万円（親会社株主に帰属する四半期純利益323百万円、剰余金の配当△90百万円）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

  通期の連結業績予想につきましては、 近の業績の動向等を踏まえ、令和４年10月14日に公表いたしました令和

５年２月期（通期）の連結業績予想を修正いたしました。

  なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本日（令和５年１月12日）公表の「通期業績予想の修正に関するお

知らせ」をご参照ください。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(令和４年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(令和４年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,790,672 2,188,077

受取手形及び売掛金 687,122 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 1,265,692

電子記録債権 181,183 306,588

商品 208,446 600,361

その他 191,347 255,349

貸倒引当金 △254 △9,728

流動資産合計 4,058,517 4,606,341

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 14,697 14,697

減価償却累計額 △14,697 △14,697

建物及び構築物（純額） 0 0

その他 203,275 237,937

減価償却累計額 △183,550 △205,858

その他（純額） 19,724 32,079

有形固定資産合計 19,724 32,079

無形固定資産 29,710 21,265

投資その他の資産

投資有価証券 73,661 106,949

退職給付に係る資産 46,490 46,959

繰延税金資産 91,113 23,112

その他 12,879 19,797

貸倒引当金 △771 △6,138

投資その他の資産合計 223,373 190,681

固定資産合計 272,808 244,025

資産合計 4,331,326 4,850,367

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２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(令和４年11月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 269,043 459,808

未払法人税等 75,551 47,539

賞与引当金 22,680 57,464

その他 183,768 218,954

流動負債合計 551,043 783,766

固定負債

執行役員退職慰労引当金 2,961 300

その他 42,208 77,190

固定負債合計 45,169 77,490

負債合計 596,213 861,257

純資産の部

株主資本

資本金 461,997 461,997

資本剰余金 494,737 494,389

利益剰余金 2,852,326 3,084,936

自己株式 △110,502 △102,480

株主資本合計 3,698,558 3,938,841

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 29,608 51,452

繰延ヘッジ損益 4,221 △13,579

為替換算調整勘定 2,724 12,394

その他の包括利益累計額合計 36,554 50,268

純資産合計 3,735,113 3,989,109

負債純資産合計 4,331,326 4,850,367
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　令和３年３月１日

　至　令和３年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　令和４年３月１日
　至　令和４年11月30日)

売上高 4,535,535 7,138,662

売上原価 3,126,967 5,406,346

売上総利益 1,408,567 1,732,316

販売費及び一般管理費

給料及び手当 316,384 328,674

賞与引当金繰入額 49,905 57,464

退職給付費用 10,708 12,480

執行役員退職慰労引当金繰入額 777 559

荷造運搬費 240,324 346,135

貸倒引当金繰入額 99 14,863

その他 443,251 471,147

販売費及び一般管理費合計 1,061,451 1,231,326

営業利益 347,116 500,989

営業外収益

受取利息 61 130

受取配当金 706 679

為替差益 3,525 5,622

雇用調整助成金 8,355 －

その他 1,286 282

営業外収益合計 13,934 6,715

営業外費用

自己株式取得費用 208 －

デリバティブ評価損 － 34,438

その他 1 12

営業外費用合計 209 34,451

経常利益 360,840 473,253

税金等調整前四半期純利益 360,840 473,253

法人税、住民税及び事業税 64,986 83,682

法人税等調整額 32,287 66,090

法人税等合計 97,273 149,772

四半期純利益 263,567 323,480

親会社株主に帰属する四半期純利益 263,567 323,480

（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）
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　令和３年３月１日

　至　令和３年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　令和４年３月１日
　至　令和４年11月30日)

四半期純利益 263,567 323,480

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △8,916 21,844

繰延ヘッジ損益 △824 △17,801

為替換算調整勘定 2,787 9,669

その他の包括利益合計 △6,953 13,713

四半期包括利益 256,613 337,194

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 256,613 337,194

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

①簡便な会計処理

固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する方法

によっております。

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

該当事項はありません。

（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　令和２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、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによ

り、従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました販売費の一部について、売上高から減額しております。

また、収益認識に関する会計基準の適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品の販売において、出

荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識し

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、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高、販売費及び一般管理費がそれぞれ14,877千円減少しておりま

す。営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益及び利益剰余金の当期首残高への影響はありません。

　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示してい

た「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示す

ることといたしました。なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度

について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企

業会計基準第12号　令和２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　令和元年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　令和元年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。

（追加情報）

当社グループでは、新型コロナウイルス感染症の影響については、前連結会計年度末時点の仮定に重要な変更を

行っておらず、当該仮定に基づき、繰延税金資産（23,112千円）の計上にあたっては、将来の課税所得の見積を行

い回収可能性の判断を行っております。

なお、当該仮定は不確実性が高く、新型コロナウイルスの感染拡大の状況やその経済への影響が当初の想定より

変化した場合には、繰延税金資産が減額され税金費用が計上される可能性があります。
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（単位：千円）

報告セグメント

調整額

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）

キャラクター
エンタテイン
メント事業

キャラクター・
ファンシー

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 2,862,413 1,673,121 4,535,535 － 4,535,535

セグメント間の

内部売上高又は振替高
－ 587 587 △587 －

計 2,862,413 1,673,708 4,536,122 △587 4,535,535

セグメント利益 251,424 95,691 347,116 － 347,116

（単位：千円）

報告セグメント

調整額

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）

キャラクター
エンタテイン
メント事業

キャラクター・
ファンシー

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 5,245,640 1,893,021 7,138,662 － 7,138,662

セグメント間の

内部売上高又は振替高
－ 1,872 1,872 △1,872 －

計 5,245,640 1,894,894 7,140,534 △1,872 7,138,662

セグメント利益 398,275 102,713 500,989 － 500,989

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間（自  令和３年３月１日    至  令和３年11月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

  該当事項はありません。

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間（自  令和４年３月１日    至  令和４年11月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

  該当事項はありません。
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報告セグメント

キャラクター

エンタテインメント事業

キャラクター・

ファンシー事業
計

  アミューズメント施設等への販売 4,958,439 － 4,958,439

  カプセルトイ事業者への販売 282,144 － 282,144

  ファンシーグッズの専門店・

  量販店等への販売
－ 1,825,143 1,825,143

  ｅコマース販売 － 67,878 67,878

  ロイヤリティ収入 5,056 － 5,056

  顧客との契約から生じる収益 5,245,640 1,893,021 7,138,662

  その他の収益 － － －

計 5,245,640 1,893,021 7,138,662

（収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第３四半期連結累計期間（自　令和４年３月１日　至　令和４年11月30日）

（単位：千円）

- 9 -

株式会社エスケイジャパン （7608）　令和５年２月期 第３四半期決算短信


