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（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 ％

４年２月期第２四半期 2,945 4.5 206 54.2 212 55.7 163 46.0

３年２月期第２四半期 2,818 △14.8 134 △56.1 136 △54.9 111 △64.8

（注）包括利益 ４年２月期第２四半期 158百万円（27.3％） ３年２月期第２四半期 124百万円（△60.7％）

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

４年２月期第２四半期 19.75 －

３年２月期第２四半期 13.26 －

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

４年２月期第２四半期 4,138 3,573 86.3 435.09

３年２月期 4,069 3,559 87.5 421.76

（参考）自己資本 ４年２月期第２四半期 3,573百万円 ３年２月期 3,559百万円

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

３年２月期 － 4.00 － 4.00 8.00

４年２月期 － 4.00

４年２月期（予想） － 4.00 8.00

（％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 5,750 7.3 300 33.5 300 30.1 250 △12.4 30.41

１．令和４年２月期第２四半期の連結業績（令和３年３月１日～令和３年８月31日）

（２）連結財政状態

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４年２月期の連結業績予想（令和３年３月１日～令和４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：無



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

②  期末自己株式数 ４年２月期２Ｑ 275,984株 ３年２月期 50,084株

③  期中平均株式数（四半期累計） ４年２月期２Ｑ 8,266,945株 ３年２月期２Ｑ 8,435,109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９ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）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        ：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）

※  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３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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、令和２年２月以降の「新型コロナウイルス感染症」の世界

的な感染拡大による国内外の経済への深刻な影響は続いており、国内においては変異株の流行に伴い政府から複

数回に亘り「緊急事態宣言」の発出と解除が繰り返されるなど、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２四半期連結累計期間の売上高は、2,945百万円（前年同期比4.5％増）、

営業利益は206百万円（前年同期比54.2％増）、経常利益は212百万円（前年同期比55.7％増）、親会社株主に帰

属する四半期純利益は163百万円（前年同期比46.0％増）と前年同期実績を上回りました。

　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におきましては、当第２四半期中に「緊急事態宣言」が発出された影響

により一部の取引先店舗では臨時休業および時短営業の対応を余儀なくされましたが、人気お菓子キャラクター

「たべっ子どうぶつ」や「星のカービィ」等の商品が好調に推移した結果、売上高1,837百万円（前年同期比

25.3％増）、営業利益156百万円（前年同期比47.3％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・ファンシー事業におきましては、新たに発売した人気お菓子キャラクター「たべっ子どうぶ

つ」商品と巣ごもり需要の高まりからバスボール（フィギュア入り入浴剤）等の販売が好調に推移しましたが、

昨年の社会現象ともいえる人気漫画「鬼滅の刃」商品の売上実績を補うまでには至らず売上高1,108百万円（前

年同期比18.1％減）となりました。

但し、オリジナル商品の売上構成比率が上昇し利益率が改善したことから、営業利益50百万円（前年同期比

79.7％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

①財政状態

当第２四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69百万円増加し、4,138百万円と

なりました。これは主に、現金及び預金の減少額170百万円、商品の減少額72百万円、電子記録債権の減少額51

百万円により一部相殺されたものの、受取手形及び売掛金の増加額276百万円、流動資産「その他」の増加額104

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55百万円増加し、565百万円となりました。これは主に、未払法人税等の

増加額38百万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14百万円増加し、3,573百万円となりました。これは主に、自己株式の

増加額109百万円により一部相殺されたものの、利益剰余金の増加額129百万円によるものであります。

②キャッシュ・フローの状況

第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べて170百万円減少し、2,443百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は、△０百万円（前年同期は６百万円の獲得）となりました。

これは主に、税金等調整前四半期純利益212百万円、たな卸資産の減少額73百万円により一部相殺されたもの

の、売上債権の増加額224百万円、営業活動によるキャッシュ・フロー「その他」△85百万円があったこと等を

反映したものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、16百万円（前年同期は13百万円の使用）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出15百万円があったこと等を反映したものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、155百万円（前年同期は50百万円の使用）となりました。

これは主に、自己株式の取得による支出121百万円、配当金の支払額33百万円があったこと等を反映したもの
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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

令和４年２月期の連結業績予想につきましては、令和３年４月14日に公表いたしました連結業績予想から変更は

ありません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(令和３年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(令和３年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,613,178 2,443,057

受取手形及び売掛金 596,703 872,970

電子記録債権 130,023 78,574

商品 259,902 187,274

その他 126,033 230,752

貸倒引当金 △246 △326

流動資産合計 3,725,595 3,812,303

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 177,836 192,166

減価償却累計額 △155,089 △165,766

その他（純額） 22,746 26,400

有形固定資産合計 22,746 26,400

無形固定資産 40,302 34,343

投資その他の資産

投資有価証券 82,522 76,493

退職給付に係る資産 45,412 46,130

繰延税金資産 140,310 130,718

その他 13,629 13,433

貸倒引当金 △876 △876

投資その他の資産合計 280,998 265,899

固定資産合計 344,048 326,643

資産合計 4,069,644 4,138,946

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３年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(令和３年８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 252,577 268,066

未払法人税等 7,316 45,822

賞与引当金 20,475 29,150

その他 185,498 177,374

流動負債合計 465,867 520,413

固定負債

執行役員退職慰労引当金 1,925 2,442

その他 42,208 42,208

固定負債合計 44,133 44,650

負債合計 510,001 565,063

純資産の部

株主資本

資本金 461,997 461,997

資本剰余金 494,865 494,226

利益剰余金 2,584,567 2,714,100

自己株式 △19,043 △128,805

株主資本合計 3,522,387 3,541,518

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 37,484 32,424

繰延ヘッジ損益 2,724 636

為替換算調整勘定 △2,953 △697

その他の包括利益累計額合計 37,255 32,363

純資産合計 3,559,643 3,573,882

負債純資産合計 4,069,644 4,138,946
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　令和２年３月１日

　至　令和２年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　令和３年３月１日
　至　令和３年８月31日)

売上高 2,818,994 2,945,567

売上原価 1,976,279 2,036,413

売上総利益 842,714 909,154

販売費及び一般管理費

給料及び手当 205,696 216,754

賞与引当金繰入額 19,504 29,150

退職給付費用 6,454 7,578

執行役員退職慰労引当金繰入額 507 517

荷造運搬費 146,139 155,031

貸倒引当金繰入額 △275 79

その他 330,551 293,255

販売費及び一般管理費合計 708,578 702,367

営業利益 134,135 206,787

営業外収益

受取利息 1 39

受取配当金 478 578

為替差益 1,134 1,914

雇用調整助成金 － 2,955

その他 934 793

営業外収益合計 2,549 6,281

営業外費用

自己株式取得費用 － 208

その他 1 1

営業外費用合計 1 209

経常利益 136,683 212,858

税金等調整前四半期純利益 136,683 212,858

法人税、住民税及び事業税 26,383 36,808

法人税等調整額 △1,510 12,756

法人税等合計 24,872 49,565

四半期純利益 111,810 163,292

親会社株主に帰属する四半期純利益 111,810 163,292

（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）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　令和２年３月１日

　至　令和２年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　令和３年３月１日
　至　令和３年８月31日)

四半期純利益 111,810 163,292

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 14,124 △5,059

繰延ヘッジ損益 △986 △2,088

為替換算調整勘定 △558 2,256

その他の包括利益合計 12,579 △4,892

四半期包括利益 124,389 158,400

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 124,389 158,400

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２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　令和２年３月１日

　至　令和２年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　令和３年３月１日
　至　令和３年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 136,683 212,858

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,756 8,675

執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 507 517

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,834 79

受取利息及び受取配当金 △479 △617

売上債権の増減額（△は増加） 66,816 △224,189

たな卸資産の増減額（△は増加） △97,734 73,644

仕入債務の増減額（△は減少） △50,982 15,460

その他 △6,466 △85,543

小計 39,753 884

利息及び配当金の受取額 479 617

法人税等の支払額 △33,358 △1,778

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,874 △276

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 △12,364 △15,471

その他 △1,183 △1,275

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,548 △16,746

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △12 △121,250

配当金の支払額 △50,229 △33,641

その他 △483 △483

財務活動によるキャッシュ・フロー △50,725 △155,375

現金及び現金同等物に係る換算差額 △880 2,276

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △58,279 △170,121

現金及び現金同等物の期首残高 2,297,032 2,613,178

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,238,752 2,443,057

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）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）

当社は令和３年４月14日開催の取締役会決議に基づき、自己株式250,000株の取得を行いました。

また、令和３年５月28日開催の取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬としての自己株式24,600株の処分を

行いました。

この結果、当第２四半期連結累計期間において、自己株式が109,761千円増加し、当第２四半期連結会計期間末

において自己株式が128,805千円となっております。

（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。

（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（130,718千円）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 1,466,461 1,352,533 2,818,994 － 2,818,994

セグメント間の

内部売上高又は振替高
－ 54 54 (54) －

計 1,466,461 1,352,587 2,819,049 (54) 2,818,994

セグメント利益 105,879 28,256 134,135 － 134,135

（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 1,837,313 1,108,254 2,945,567 － 2,945,567

セグメント間の

内部売上高又は振替高
－ － － － －

計 1,837,313 1,108,254 2,945,567 － 2,945,567

セグメント利益 156,009 50,777 206,787 － 206,787

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　令和２年３月１日　　至　令和２年８月31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２四半期連結累計期間（自　令和３年３月１日　　至　令和３年８月31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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