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1. 2021年12月期第3四半期の連結業績（2020年12月21日～2021年9月20日）

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

営業収益 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 ％

2021年12月期第3四半期 1,552 9.6 △34 ― △34 ― △44 ―

2020年12月期第3四半期 1,416 △25.4 △333 ― △317 ― △371 ―

（注）包括利益 2021年12月期第3四半期　　△42百万円 （―％） 2020年12月期第3四半期　　△333百万円 （―％）

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

2021年12月期第3四半期 △6.09 ―

2020年12月期第3四半期 △51.43 ―

(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 ％

2021年12月期第3四半期 6,102 5,276 86.3

2020年12月期 6,200 5,388 86.8

（参考）自己資本 2021年12月期第3四半期 5,267百万円 2020年12月期 5,382百万円

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

2020年12月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00

2021年12月期 ― 5.00 ―

2021年12月期（予想） 5.00 10.00

（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. 2021年12月期の連結業績予想（2020年12月21日～2021年12月20日）

（％表示は、対前期増減率）

営業収益 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 2,114 10.7 15 ― 16 ― 69 ― 9.56

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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 ： 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 ： 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） 2021年12月期3Q 7,398,000 株 2020年12月期 7,398,000 株

② 期末自己株式数 2021年12月期3Q 165,071 株 2020年12月期 165,071 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期3Q 7,232,929 株 2020年12月期3Q 7,232,929 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、本日
公表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。
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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
(2020年12月20日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,156,600 4,016,224

受取手形及び売掛金 264,381 340,652

製品 1,888 9,688

仕掛品 212 ―

原材料及び貯蔵品 12,355 5,791

その他 11,341 5,984

貸倒引当金 △1,468 △1,832

流動資産合計 4,445,310 4,376,510

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 581,908 557,069

機械装置及び運搬具（純額） 45,541 36,404

土地 974,849 974,849

その他（純額） 16,034 10,946

有形固定資産合計 1,618,333 1,579,270

無形固定資産

その他 17,964 17,700

無形固定資産合計 17,964 17,700

投資その他の資産

その他（純額） 120,433 130,921

貸倒引当金 △1,846 △1,755

投資その他の資産合計 118,587 129,166

固定資産合計 1,754,885 1,726,136

資産合計 6,200,196 6,102,646

負債の部

流動負債

買掛金 32,373 34,566

未払金 253,726 192,831

未払法人税等 17,001 15,869

前受金 153,965 141,202

賞与引当金 1,276 55,424

その他 40,232 74,088

流動負債合計 498,575 513,982

固定負債

役員退職慰労引当金 209,351 209,351

退職給付に係る負債 63,059 62,186

資産除去債務 38,378 40,215

その他 2,165 489

固定負債合計 312,955 312,242

負債合計 811,531 826,225
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月20日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,010,036 1,010,036

資本剰余金 983,705 983,705

利益剰余金 3,465,335 3,348,953

自己株式 △76,800 △76,800

株主資本合計 5,382,276 5,265,894

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 101 1,932

為替換算調整勘定 △77 31

その他の包括利益累計額合計 23 1,964

新株予約権 6,365 8,562

純資産合計 5,388,665 5,276,421

負債純資産合計 6,200,196 6,102,646
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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 2019年12月21日
　至 2020年９月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年12月21日
　至 2021年９月20日)

営業収益 1,416,789 1,552,139

営業原価 1,516,839 1,362,395

営業総利益又は営業総損失（△） △100,049 189,743

販売費及び一般管理費 233,884 224,214

営業損失（△） △333,933 △34,471

営業外収益

受取利息 685 497

受取配当金 722 542

不動産賃貸料 11,550 4,474

その他 9,064 6,962

営業外収益合計 22,022 12,476

営業外費用

遊休資産費用 ― 6,769

その他 5,936 5,451

営業外費用合計 5,936 12,220

経常損失（△） △317,847 △34,215

特別損失

投資有価証券評価損 44,686 ―

特別損失合計 44,686 ―

税金等調整前四半期純損失（△） △362,533 △34,215

法人税等 9,457 9,837

四半期純損失（△） △371,990 △44,052

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △371,990 △44,052
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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 2019年12月21日
　至 2020年９月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年12月21日
　至 2021年９月20日)

四半期純損失（△） △371,990 △44,052

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 38,614 1,831

為替換算調整勘定 △13 109

その他の包括利益合計 38,600 1,940

四半期包括利益 △333,390 △42,111

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △333,390 △42,111

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）

（税金費用の計算）

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。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の

見積りについて重要な変更はありません。
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