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(百万円未満切捨て)

１．2023年６月期第２四半期の連結業績（2022年７月１日～2022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)

収益 営業利益 税引前利益 四半期利益
親会社の所有
者に帰属する
四半期利益

四半期包括利
益合計額

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年６月期第２四半期 9,358 89.5 1,549 65.8 1,531 66.6 943 52.2 943 52.2 926 48.9

2022年６月期第２四半期 4,939 3.9 934 122.1 919 131.9 620 46.9 620 44.9 622 49.0
　

基本的１株当たり
四半期利益

希薄化後１株当たり
四半期利益

円 銭 円 銭

2023年６月期第２四半期 125.72 120.45

2022年６月期第２四半期 90.94 89.04
　　

（２）連結財政状態

資産合計 資本合計
親会社の所有者に
帰属する持分

親会社所有者
帰属持分比率

百万円 百万円 百万円 ％

2023年６月期第２四半期 19,806 10,439 10,439 52.7

2022年６月期 20,835 9,619 9,619 46.2
　　　

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６月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00

2023年６月期 ― 0.00

2023年６月期(予想) ― 22.00 22.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　　　

３．2023年６月期の連結業績予想（2022年７月１日～2023年６月30日）

(％表示は、対前期増減率)

収益 営業利益 税引前利益 当期利益
親会社の所有
者に帰属する
当期利益

基本的１株当
たり当期利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 14,000 18.8 2,800 37.0 2,750 36.6 1,700 5.6 1,700 5.6 226.65
(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 ： 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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更

① ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更 ： 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
　　

（３）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６月期２Ｑ 7,521,700株 2022年６月期 7,500,700株

② 期末自己株式数 2023年６月期２Ｑ 243株 2022年６月期 185株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 2023年６月期２Ｑ 7,505,036株 2022年６月期２Ｑ 6,817,614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
(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、本資料の発表時において入手可能な情報に基づき作成したものであり、

今後の不確定要素により、実際の業績とは異なる場合がありますので、ご了承ください。
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１．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）要約四半期連結財政状態計算書

(単位：千円)

注記
前連結会計年度
(2022年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物 12,754,783 12,492,641

営業債権及びその他の債権 2,872,939 1,823,379

棚卸資産 252,161 387,020

営業投資有価証券 1,097,295 1,179,254

その他の金融資産 193,318 166,000

その他の流動資産 1,081,224 863,313

流動資産合計 18,251,723 16,911,608

非流動資産

有形固定資産 58,889 60,798

使用権資産 664,141 571,320

のれん 529,172 617,172

無形資産 166,441 128,466

その他の金融資産 1,162,996 1,514,018

繰延税金資産 － 844

その他の非流動資産 2,521 1,941

非流動資産合計 2,584,161 2,894,561

資産合計 20,835,885 19,806,169
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(単位：千円)

注記
前連結会計年度
(2022年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務 5,760,429 4,699,843

社債及び借入金 490,368 417,566

リース負債 191,926 192,936

未払法人所得税等 1,074,342 575,177

その他の流動負債 112,508 113,274

流動負債合計 7,629,574 5,998,797

非流動負債

社債及び借入金 3,038,381 2,846,952

リース負債 468,378 373,624

退職給付に係る負債 22,963 23,842

繰延税金負債 5,867 64,022

その他の非流動負債 51,438 59,576

非流動負債合計 3,587,028 3,368,018

負債合計 11,216,603 9,366,815

資本

資本金 3,281,560 3,303,499

資本剰余金 3,270,281 3,292,220

利益剰余金 3,067,131 3,860,626

自己株式 △1,284 △1,952

その他の資本の構成要素 1,593 △15,039

親会社の所有者に帰属する持分合計 9,619,282 10,439,354

資本合計 9,619,282 10,439,354

負債及び資本合計 20,835,885 19,806,169
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（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

要約四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

注記
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年12月31日)

収益 4,939,235 9,358,689

売上原価 630,927 2,360,360

営業総利益 4,308,307 6,998,328

販売費及び一般管理費 3,438,195 5,461,825

その他の収益 66,573 12,735

その他の費用 2,060 －

営業利益 934,625 1,549,239

金融収益 11,511 11,861

金融費用 26,767 29,123

税引前四半期利益 919,369 1,531,977

法人所得税費用 369,099 588,472

継続事業からの四半期利益 550,269 943,504

非継続事業

非継続事業からの四半期利益 69,733 －

四半期利益 620,002 943,504

四半期利益の帰属

親会社の所有者 620,002 943,504

非支配持分 － －

四半期利益 620,002 943,504

１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円）

継続事業 80.71 125.72

非継続事業 10.23 －

基本的１株当たり四半期利益 90.94 125.72

希薄化後１株当たり四半期利益（円）

継続事業 79.02 120.45

非継続事業 10.01 －

希薄化後１株当たり四半期利益 89.04 120.45
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第２四半期連結会計期間

(単位：千円)

注記
前第２四半期連結会計期間
(自 2021年10月１日
至 2021年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自 2022年10月１日
至 2022年12月31日)

収益 2,711,843 4,397,112

売上原価 370,205 1,497,142

営業総利益 2,341,638 2,899,970

販売費及び一般管理費 1,992,325 2,695,785

その他の収益 40,399 6,242

その他の費用 2 －

営業利益 389,709 210,426

金融収益 11,498 6,079

金融費用 14,334 15,555

税引前四半期利益 386,873 200,950

法人所得税費用 159,086 99,363

継続事業からの四半期利益 227,786 101,587

非継続事業

非継続事業からの四半期利益 50,262 －

四半期利益 278,049 101,587

四半期利益の帰属

親会社の所有者 278,049 101,587

非支配持分 － －

四半期利益 278,049 101,587

１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円）

継続事業 33.09 13.53

非継続事業 7.30 －

基本的１株当たり四半期利益 40.40 13.53

希薄化後１株当たり四半期利益（円）

継続事業 32.36 12.95

非継続事業 7.14 －

希薄化後１株当たり四半期利益 39.50 12.95
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要約四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

注記
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年12月31日)

四半期利益 620,002 943,504

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて公正価値で測
定する金融資産

△179 －

純損益に振り替えられることのない項目
合計

△179 －

純損益に振り替えられる可能性のある項目

在外営業活動体の換算差額 2,565 △16,590

純損益に振り替えられる可能性のある項
目合計

2,565 △16,590

その他の包括利益合計 2,385 △16,590

四半期包括利益 622,388 926,914

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 622,388 926,914

非支配持分 － －

四半期包括利益 622,388 926,914
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第２四半期連結会計期間

(単位：千円)

注記
前第２四半期連結会計期間
(自 2021年10月１日
至 2021年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自 2022年10月１日
至 2022年12月31日)

四半期利益 278,049 101,587

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて公正価値で測
定する金融資産

△194 －

純損益に振り替えられることのない項目
合計

△194 －

純損益に振り替えられる可能性のある項目

在外営業活動体の換算差額 1,615 △5,694

純損益に振り替えられる可能性のある項
目合計

1,615 △5,694

その他の包括利益合計 1,420 △5,694

四半期包括利益 279,470 95,892

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 279,470 95,892

非支配持分 － －

四半期包括利益 279,470 95,892
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（３）要約四半期連結持分変動計算書

前第２四半期連結累計期間(自 2021年７月１日 至 2021年12月31日)

(単位：千円)

注記

親会社の所有者に帰属する持分

合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

在外営業活
動体の換算

差額

その他の包
括利益を通
じて公正価
値で測定す
る金融資産

新株予約権 合計

2021年７月１日残高 557,183 492,191 1,524,270 △245,240 △17,838 △908 1,595 △17,152 2,311,253

四半期利益 － － 620,002 － － － － － 620,002

その他の包括利益 － － － － 2,565 △179 － 2,385 2,385

四半期包括利益合計 － － 620,002 － 2,565 △179 － 2,385 622,388

剰余金の配当 － － △67,524 － － － － － △67,524

新株の発行 2,724,376 2,778,090 － － － － △2 △2 5,502,464

自己株式の処分 － － － 244,747 － － － － 244,747

所有者との取引額合計 2,724,376 2,778,090 △67,524 244,747 － － △2 △2 5,679,687

2021年12月31日残高 3,281,560 3,270,281 2,076,748 △493 △15,272 △1,088 1,593 △14,768 8,613,329

　当第２四半期連結累計期間(自 2022年７月１日 至 2022年12月31日)

(単位：千円)

注記

親会社の所有者に帰属する持分

合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

在外営業活
動体の換算

差額

その他の包
括利益を通
じて公正価
値で測定す
る金融資産

新株予約権 合計

2022年７月１日残高 3,281,560 3,270,281 3,067,131 △1,284 － － 1,593 1,593 9,619,282

四半期利益 － － 943,504 － － － － － 943,504

その他の包括利益 － － － － △16,590 － － △16,590 △16,590

四半期包括利益合計 － － 943,504 － △16,590 － － △16,590 926,914

剰余金の配当 － － △150,010 － － － － － △150,010

新株の発行 21,938 21,938 － － － － △42 △42 43,835

自己株式の取得 － － － △667 － － － － △667

所有者との取引額合計 21,938 21,938 △150,010 △667 － － △42 △42 △106,842

2022年12月31日残高 3,303,499 3,292,220 3,860,626 △1,952 △16,590 － 1,551 △15,039 10,439,354
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（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

注記
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益 919,369 1,531,977

非継続事業からの税引前四半期利益 115,399 －

減価償却費及び償却費 215,373 141,208

減損損失 3,112 －

金融収益及び金融費用 16,042 17,262

営業債権及びその他の債権の増減額 300,457 1,382,875

棚卸資産の増減額 △602,769 △27,858

営業投資有価証券の増減額 11,832 △81,958

営業債務及びその他の債務の増減額 1,163,179 △621,479

その他 △237,502 △465,346

小計 1,904,495 1,876,681

利息及び配当金の受取額 11,594 11,861

利息の支払額 △27,636 △29,123

法人所得税の還付額 59,864 －

法人所得税の支払額 △453,562 △1,074,351

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,494,755 785,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △5,105 △6,793

敷金及び保証金の差入による支出 △620,100 △355,209

敷金及び保証金の回収による収入 11,650 5,965

保険積立金の払戻による収入 221,462 －

事業譲受による支出 － △195,000

その他 △7,727 △11,776

投資活動によるキャッシュ・フロー △399,819 △562,814

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額 50,000 －

長期借入金の返済による支出 △364,471 △264,231

リース負債の返済による支出 △152,721 △96,727

株式の発行による収入 5,375,310 43,835

自己株式の売却による収入 366,675 －

配当金の支払額 △67,524 △150,010

その他 － △667

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,207,269 △467,801

現金及び現金同等物の増減額 6,302,205 △245,548

現金及び現金同等物の期首残高 5,105,449 12,754,783

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,742 △16,594

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,409,398 12,492,641
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（５）要約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）

前第２四半期連結累計期間（自 2021年７月１日 至 2022年12月31日）

当社は、2021年12月３日開催の取締役会決議に基づき、2021年12月20日を払込期日とする公募増資及び自己株式の

処分を実施いたしました。この結果、当第２四半期連結会計期間において公募増資により資本金が2,723,332千円、資

本剰余金が2,655,156千円増加し、自己株式の処分により資本剰余金が121,889千円増加し、自己株式が244,747千円減

少しております。

当第２四半期連結累計期間（自 2022年７月１日 至 2022年12月31日）

該当事項はありません。

　


