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（百万円未満切捨て） 
１．2022年８月期中間期の業績（2021年９月１日～2022年２月 28日） 
（１）経営成績                                                      （％表示は、対前年同期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 中間純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

2022年８月期中間期 246 30.6  △49 － △32 － △32 － 
2021年８月期中間期 188 － △15 － ２ － １ － 

 

 
１株当たり 
中間純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益  

 円   銭 円   銭 

2022年８月期中間期 △46.82 － 
2021年８月期中間期 1.55 － 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり中間純利益は、潜在株式が存在せず、また、１株当たり中間純損失であるため記載し

ておりません。 

２．当社は、2020 年８月期中間期においては中間財務諸表を作成していないため、2021 年 8 月期中間期の対前年同

期増減率を記載しておりません。 

 

（２）財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

2022年８月期中間期 537  136 25.5 
2021年８月期 533 169 31.8 

（参考）自己資本    2022年８月期中間期  136百万円       2021年８月期 169百万円 

 
２．配当の状況 

 
年間配当金    

中間期末 期 末 合 計    

 円   銭 円   銭 円   銭    
2021年８月期 0.00 0.00 0.00    
2022年８月期 0.00      

2022年８月期(予想)  － －    

(注)2022年 8月期の期末及び合計の配当金額は未定であります。 

 

３．2022年８月期の業績予想（2021年９月１日～2022年８月 31日） 
（％表示は、対前期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 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 540 26.0 △89 － △75 － △77 － △110.95 

（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）中間財務諸表の作成に特有の会計処理及び簡便な会計処理の適用 ：無 
 

（２）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 
 

（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) 

2022年８月期中間期 700,000株 2021年８月期 700,000株 

② 期末自己株式数 2022年８月期中間期 －株 2021年８月期 －株 

③ 期中平均株式数 2022年８月期中間期 700,000株 2021年８月期中間期 683,978株 

 
※中間決算短信は公認会計士又は監査法人の中間監査の対象外です 

 
 
※ 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、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、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、中間決算短信（添
付資料）３ページの「１．当中間決算に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧下さ
い。 
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１．当中間決算に関する定性的情報 

(1)経営成績に関する定性的情報 

当中間会計期間における我が国の経済は、新型コロナウィルス感染症の影響もあり、依然として先行きの

不透明な状況が続いております。 

 このような環境のもと、当社は就労継続支援Ａ型事業・放課後等デイサービス事業を中心に、既存事業所

での利用促進等の活動と関東地区における拠点開発を進めてまいりました。 

 以上の結果、当中間会計期間の売上高は 246,234 千円(前年同期比 30.6％増加)、営業損失は 49,535 千円

（前年同中間期は営業損失 15,095 千円）、経常損失は 32,211 千円（前年同中間期は経常利益 2,086 千円）、

中間純損失は 32,776千円（前年同中間期は中間純利益 1,063千円）となりました。 

なお、当社は、障がい福祉サービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略してお

ります。 

 

 

（2）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

当中間会計期間末における流動資産の残高は、487,498 千円（前事業年度末は 505,935 千円）となりまし

た。現金及び預金が 13,571千円減少したことが主な要因であります。 

（固定資産）  

当中間会計期間末における固定資産の残高は、50,221 千円（前事業年度末は 27,179 千円）となりました。 

建物が 8,653 千円増加、敷金及び保証金の差入等により投資その他の資産が 13,866 千円増加したことが主

な要因であります。 

（流動負債）  

当中間会計期間末における流動負債の残高は、84,361 千円（前事業年度末は 75,826 千円）となりました。

１年内返済予定の長期借入金が 9,012千円増加したことが主な要因であります。 

（固定負債）  

当中間会計期間末における固定負債の残高は、316,422 千円（前事業年度末は 287,576 千円）となりまし

た。長期借入金が 28,846千円増加したことが主な要因であります。  

（純資産） 

当中間会計期間末における純資産の残高は、136,936 千円（前事業年度末は 169,713 千円）となりました。

中間純損失 32,776千円を計上したことによる利益剰余金の減少が要因であります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の残高は、404,853 千円とな

りました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は以下のとおりです。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純損失 32,211 千円、減価償却費 4,619 千円等を計上

したことにより、24,775千円のマイナス（前年同中間期は 4,839千円のプラス）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出 10,410 千円と敷金及び保証金の

差入による支出 15,816 千円等により、26,654 千円のマイナス（前年同中間期は 1,041 千円のマイナス）と

なりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入 50,000 千円、長期借入金の返済による支

出 12,142千円により、37,858千円のプラス（前年同中間期は 124,885千円のプラス）となりました。 
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(3)業績予想に関する定性的情報 

2022 年８月期の通期の業績予想につきましては、2021 年 10 月 28 日に公表いたしました業績予想から変

更はありません。 

 

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方 

当社は、国内の同業他社との比較可能性を確保するため、会計基準につきましては日本基準を適用しており

ます。  
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３【中間財務諸表及び主な注記】 

（１）中間貸借対照表 

（単位：千円） 

 
前事業年度 

（2021年８月31日） 

当中間会計期間 

（2022年２月28日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 418,425 404,853 

売掛金 83,109 77,885 

その他 4,401 4,759 

流動資産合計 505,935 487,498 

固定資産   

有形固定資産   

  建物（純額） 8,178 16,831 

その他（純額） 6,252 6,774 

有形固定資産合計 14,431                     23,606                    

投資その他の資産   

長期前払費用 3,383 2,760 

  その他 9,364 23,854 

  投資その他の資産合計 12,748 26,615 

固定資産合計 27,179 50,221 

資産合計 533,115 537,720 
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（単位：千円） 

 
前事業年度 

（2021年８月31日） 

当中間会計期間 

（2022年２月28日） 

負債の部   

流動負債   

１年内返済予定の長期借入金 18,316 27,328 

未払金 27,404 26,603 

未払費用 24,142 26,727 

未払法人税等 2,966 405 

未払消費税等 1,340 1,623 

その他 1,655 1,672 

  流動負債合計 75,826 84,361 

固定負債   

長期借入金 287,576 316,422 

固定負債合計 287,576 316,422 

負債合計 363,402 400,783 

純資産の部   

株主資本   

資本金 92,500 92,500 

資本剰余金   

資本準備金 72,500 72,500 

資本剰余金合計 72,500 72,500 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 4,713 △28,063 

利益剰余金合計 4,713 △28,063 

 株主資本合計 169,713 136,936 

 純資産合計 169,713 136,936 

負債純資産合計 533,115 537,720 
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（２）中間損益計算書 

(単位：千円) 

 

前中間会計期間 

(自  2020年９月１日 

  至 2021年２月28日) 

当中間会計期間 

(自  2021年９月１日 

 至 2022年２月28日) 

売上高 188,507 246,234 

売上原価 137,472 193,228 

売上総利益 51,034 53,005 

販売費及び一般管理費 66,130       102,540       

営業損失（△） △15,095 △49,535 

営業外収益   

受取利息 ０ ０ 

助成金収入 17,455 16,737 

その他 62 1,104 

営業外収益合計 17,518 17,841 

営業外費用   

支払利息 329 494 

雑損失 ６ 22 

営業外費用合計 336 517 

経常利益又は経常損失（△） 2,086 △32,211 

税引前中間純利益又は税引前中間純損
失（△） 

2,086 △32,211 

法人税､住民税及び事業税 1,022 564 

法人税等合計 1,022 564 

中間純利益又は中間純損失（△） 1,063 △32,776 
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（３）中間キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円) 

 

前中間会計期間 

(自  2020年９月１日 

   至 2021年２月28日) 

当中間会計期間 

(自  2021年９月１日 

至 2022年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純利益又は税引前中間純損失

（△） 
2,086 △32,211 

減価償却費 717 4,619 

受取利息 △0 △0 

支払利息 329 494 

売上債権の増減額（△は増加） △4,351 5,223 

長期前払費用の増減額（△は増加） 1,012 ‐ 

未払金の増減額（△は減少） 1,466 △1,810 

未払費用の増減額（△は減少） 1,976 2,585 

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,129 283 

その他 1,837 △499 

小計 3,945 △21,313 

利息の受取額 0 0 

利息の支払額 △329 △494 

法人税等の支払額 △194 △2,966 

法人税等の還付額 1,417 ‐ 

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,839 △24,775 

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 △600 △10,410 

 敷金及び保証金の差入による支出 ‐ △15,816 

その他 △441 △426  

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,041 △26,654 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 60,000 50,000 

長期借入金の返済による支出 △7,615 △12,142 

株式の発行による収入 72,500 ‐ 

財務活動によるキャッシュ・フロー 124,885 37,858 

現金及び現金同等物の増加額（△は減少） 128,683 △13,571 

現金及び現金同等物の期首残高 254,307 418,425 

現金及び現金同等物の中間期末残高 382,991   404,853   
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（４）中間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。）等を当中間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。 

なお、収益認識会計基準等の適用による、当中間会計期間の損益及び期首利益剰余金に与える影響

はありません。 

 

（持分法損益等） 

当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

 

（表示方法の変更) 

該当事項はありません。 

 
 

（セグメント情報） 

当社の事業セグメントは、障がい福祉サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略して

おります。 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 


