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1. 2022年4月期第2四半期の連結業績（2021年5月1日～2021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 ％

2022年4月期第2四半期 17,340 11.4 661 94.8 777 68.0 503 69.5

2021年4月期第2四半期 15,559 2.5 339 △39.4 462 △18.2 296 △17.7

（注）包括利益 2022年4月期第2四半期　　644百万円 （157.3％） 2021年4月期第2四半期　　250百万円 （△10.0％）

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4月期第2四半期 54.14 ―

2021年4月期第2四半期 32.02 ―

(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4月期第2四半期 28,900 16,635 57.2

2021年4月期 27,295 16,110 58.7

（参考）自己資本 2022年4月期第2四半期 16,540百万円 2021年4月期 16,011百万円

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4月期 ― 3.00 ― 16.00 19.00

2022年4月期 ― 7.00

2022年4月期（予想） ― 14.00 21.00

（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 4月期の連結業績予想（2021年 5月 1日～2022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 34,350 11.8 905 44.3 990 12.8 640 14.2 68.84

（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

(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

詳細は、四半期決算短信(添付資料)６ページの「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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年4月期2Q 9,605,800 株 2021年4月期 9,605,800 株

② 期末自己株式数 2022年4月期2Q 301,455 株 2021年4月期 322,979 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年4月期2Q 9,290,191 株 2021年4月期2Q 9,265,853 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およ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。
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　 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４月30日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,195,989 4,095,116

受取手形及び売掛金 6,756,413 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 7,254,657

電子記録債権 2,174,124 4,108,053

商品及び製品 1,562,437 1,806,726

仕掛品 1,106,562 1,012,702

原材料 768,898 856,296

その他 721,397 636,598

貸倒引当金 △2,922 △3,000

流動資産合計 18,282,901 19,767,150

固定資産

有形固定資産 4,498,402 4,602,162

無形固定資産

のれん 1,433,330 1,346,800

その他 1,022,792 965,529

無形固定資産合計 2,456,123 2,312,329

投資その他の資産 2,058,378 2,219,335

固定資産合計 9,012,904 9,133,827

資産合計 27,295,805 28,900,977
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年４月30日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年10月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,840,237 4,057,682

電子記録債務 2,451,020 3,168,294

短期借入金 33,720 450,000

1年内返済予定の長期借入金 321,324 318,805

未払法人税等 285,086 227,401

役員賞与引当金 33,170 30,020

その他 1,903,075 1,828,240

流動負債合計 8,867,633 10,080,444

固定負債

長期借入金 1,234,318 1,076,175

役員退職慰労引当金 13,066 15,731

退職給付に係る負債 161,100 196,778

その他 909,072 896,424

固定負債合計 2,317,557 2,185,109

負債合計 11,185,191 12,265,553

純資産の部

株主資本

資本金 1,028,078 1,028,078

資本剰余金 763,288 765,032

利益剰余金 13,674,036 14,041,521

自己株式 △209,827 △195,837

株主資本合計 15,255,575 15,638,794

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 457,750 557,341

繰延ヘッジ損益 63 △9,919

為替換算調整勘定 288,906 346,217

退職給付に係る調整累計額 9,128 7,707

その他の包括利益累計額合計 755,848 901,347

非支配株主持分 99,190 95,282

純資産合計 16,110,614 16,635,424

負債純資産合計 27,295,805 28,900,977
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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２四半期連結累計期間)

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年５月１日
　至 2020年10月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年５月１日
　至 2021年10月31日)

売上高 15,559,796 17,340,890

売上原価 12,613,250 13,997,406

売上総利益 2,946,545 3,343,483

販売費及び一般管理費 2,606,718 2,681,641

営業利益 339,827 661,842

営業外収益

受取利息 2,841 915

受取配当金 16,437 6,082

持分法による投資利益 49,221 25,182

為替差益 － 18,095

助成金収入 48,096 46,840

その他 64,269 53,711

営業外収益合計 180,866 150,827

営業外費用

支払利息 9,345 6,700

為替差損 11,609 －

デリバティブ評価損 7,678 24,591

補助金返還額 15,691 －

その他 13,503 3,648

営業外費用合計 57,829 34,940

経常利益 462,864 777,728

特別利益

固定資産売却益 20,567 3,467

投資有価証券売却益 11,828 －

特別利益合計 32,395 3,467

特別損失

固定資産除売却損 4,930 2,607

投資有価証券売却損 3,625 －

特別損失合計 8,556 2,607

税金等調整前四半期純利益 486,703 778,588

法人税、住民税及び事業税 268,134 286,155

法人税等調整額 △71,650 △11,241

法人税等合計 196,484 274,914

四半期純利益 290,219 503,674

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（△）

△6,511 665

親会社株主に帰属する四半期純利益 296,730 503,008
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(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)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年５月１日
　至 2020年10月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年５月１日
　至 2021年10月31日)

四半期純利益 290,219 503,674

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 89,239 49,849

繰延ヘッジ損益 － △9,983

為替換算調整勘定 △99,284 40,538

退職給付に係る調整額 2,861 △1,421

持分法適用会社に対する持分相当額 △32,524 61,939

その他の包括利益合計 △39,707 140,924

四半期包括利益 250,511 644,598

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 261,757 648,507

非支配株主に係る四半期包括利益 △11,245 △3,908
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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)

(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、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、従来は工事完成基準を適用していた一部の工事請負契約及びソフトウェア開発契約のうち、一定

期間にわたり履行義務が充足される契約については、期間がごく短い工事等を除き、履行義務の充足に係る進捗

度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。なお、履行義務

の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないものの、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収

することが見込まれる場合には、原価回収基準により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。ただし、

収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従

ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。

これによる当第２四半期連結会計期間末日の四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

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」に表示してお

りました「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 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２四半期連結累計期間

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しております。これによる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)

(会計上の見積りに関する新型コロナウイルス感染症の影響)

新型コロナウイルス感染症は、当社グループの経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。

当社グループは、重要な会計上の見積りとして、のれん等を含む固定資産の評価等を実施しておりますが、新

型コロナウイルス感染症の影響を当該会計上の見積りに反映するにあたり、当連結会計年度末までに感染拡大に

よる経済への影響が収束するとの仮定により評価しております。ただし、当社グループに関連する市場環境や経

済環境への影響は限定的であると判断しております。

当該仮定は、四半期連結財務諸表等作成日における最善の見積りであると判断しておりますが、想定以上に影

響が長期化あるいは拡大した場合には、重要な会計上の見積り及び判断に影響を及ぼす可能性があります。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定につきましては、前連結会計年度の有価証券報告書にお

ける(追加情報)に記載した内容から重要な変更はありません。

　


