
2023年１月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2022年６月14日

上 場 会 社 名 株式会社ミサワ 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 3169 URL https://www.unico-fan.co.jp/company/

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 三澤 太

問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 鈴木 裕之 (TEL) 03-5793-5500

四半期報告書提出予定日 2022年６月14日 配当支払開始予定日 －

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無

四半期決算説明会開催の有無 ：無

　

(百万円未満切捨て)

１．2023年１月期第１四半期の業績（2022年２月１日～2022年４月30日）

（１）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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年１月期第１四半期 3,203 6.8 208 △26.8 201 △29.1 132 △32.7

2022年１月期第１四半期 2,998 － 285 － 283 － 196 －
　

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

2023年１月期第１四半期 18.58 －

2022年１月期第１四半期 27.61 －
　

（注）１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ 当社は、「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）等を当第１四半期会計期間の期首から適用して

おります。

３ 2021年1月期は連結業績を開示しておりましたが、清算手続き中である連結子会社Lamon Bay FurnitureCorp.の重要性が乏しくな

ったことから、連結の範囲より除外し、2022年1月期第１四半期会計期間より非連結決算に移行いたしました。そのため、2022年1月期

第1四半期の対前年同四半期増減率については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 ％

2023年１月期第１四半期 4,889 2,922 59.8
2022年１月期 4,552 2,904 63.8
(参考) 自己資本 2023年１月期第１四半期 2,922百万円 2022年１月期 2,904百万円
（注）当社は、「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）等を当第１四半期会計期間の期首から適用しており

ます。
　

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１月期 － 0.00 － 10.00 10.00

2023年１月期 －

2023年１月期(予想) 0.00 － 10.00 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

　

３．2023年１月期の業績予想（2022年２月１日～2023年１月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 6,711 － 467 － 462 － 300 － 42.18

通期 13,433 － 901 － 889 － 578 － 81.27

(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） 2023年1月期の期首より「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）等を適用しているため、上記の業績

予想は当該会計基準を適用した後の金額となっており、対前期増減率は記載しておりません。

　　



※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記
　

（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
　

会計方針の変更に関する注記
　

（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１月期１Ｑ 7,112,400株 2022年１月期 7,112,400株

② 期末自己株式数 2023年１月期１Ｑ 535株 2022年１月期 535株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年１月期１Ｑ 7,111,865株 2022年１月期１Ｑ 7,111,865株
　

発行済株式数に関する注記
　

※ 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、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づ
き算定しており、今後の経済状況等の変化により、実際の業績は予想値と異なる結果となる場合があります。
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１．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2022年１月31日)

当第１四半期会計期間
(2022年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 940,248 1,165,995

売掛金 655,624 776,477

商品 1,605,275 1,584,440

原材料及び貯蔵品 44,320 62,766

その他 124,188 91,989

流動資産合計 3,369,657 3,681,669

固定資産

有形固定資産 239,377 262,097

無形固定資産 124,316 117,878

投資その他の資産

敷金及び保証金 550,600 537,361

繰延税金資産 232,022 254,638

その他 36,202 36,202

投資その他の資産合計 818,826 828,202

固定資産合計 1,182,520 1,208,178

資産合計 4,552,178 4,889,847

負債の部

流動負債

買掛金 467,982 366,340

１年内返済予定の長期借入金 34,683 20,097

未払法人税等 106,019 87,235

前受金 405,990 －

賞与引当金 58,628 127,977

ポイント引当金 58,000 －

契約負債 － 741,032

その他 465,781 576,660

流動負債合計 1,597,085 1,919,343

固定負債

退職給付引当金 31,964 29,842

資産除去債務 18,135 18,137

その他 98 61

固定負債合計 50,198 48,041

負債合計 1,647,284 1,967,384

純資産の部

株主資本

資本金 380,485 380,485

資本剰余金 360,485 360,485

利益剰余金 2,164,174 2,181,743

自己株式 △250 △250

株主資本合計 2,904,894 2,922,462

純資産合計 2,904,894 2,922,462

負債純資産合計 4,552,178 4,889,847
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2021年２月１日
　至 2021年４月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2022年２月１日
　至 2022年４月30日)

売上高 2,998,580 3,203,460

売上原価 1,115,468 1,550,020

売上総利益 1,883,112 1,653,439

販売費及び一般管理費 1,598,036 1,444,825

営業利益 285,076 208,613

営業外収益

受取利息 8 8

運送事故受取保険金 399 626

助成金収入 5,400 5,690

その他 86 399

営業外収益合計 5,895 6,723

営業外費用

支払利息 988 740

為替差損 6,504 13,495

その他 － 5

営業外費用合計 7,492 14,240

経常利益 283,479 201,096

税引前四半期純利益 283,479 201,096

法人税、住民税及び事業税 2,376 72,318

法人税等調整額 84,709 △3,414

法人税等合計 87,085 68,903

四半期純利益 196,393 132,193

　



株式会社ミサワ(3169) 2023年１月期 第１四半期決算短信

4

（３）四半期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）

該当事項はございません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はございません。

（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。）等を当第１四半期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。

これにより、unico事業における配送サービスを伴う商品の販売について、従来、出荷時点で収益を認識してお

りましたが、納品時点で収益を認識する方法に変更しております。また、配送サービスについて、従来、配送業

者に支払う荷造運賃を販売費及び一般管理費に計上した上で顧客から受け取る配送料を控除しておりましたが、

配送サービスは商品を提供する履行義務に含まれることから顧客から受け取る配送料を収益として認識し、配送

業者に支払う荷造運賃を売上原価に計上する方法に変更しております。さらに、当社のポイント制度について、

従来、将来使用されると見込まれる額を売上高から控除してポイント引当金を計上しておりましたが、付与した

ポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定した独立販売価格を基礎として取引価格

の配分を行う方法に変更しております。

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り扱いに従っ

ており、当第１四半期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、当第１四

半期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。

この結果、当第１四半期累計期間の売上高は117,727千円増加し、売上原価は321,118千円増加し、販売費及び

一般管理費は193,751千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ9,640千円減少してお

ります。また、利益剰余金の当期首残高は43,505千円減少しております。

収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受

金」及び「ポイント引当金」は、当第１四半期会計期間より「契約負債」に含めて表示することとしました。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、前事業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。

（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。）等を当第１四半期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。なお、四半期財務諸表に与える影響

はありません。

（追加情報）

（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）

前事業年度の通期決算短信（重要な会計上の見積り）に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関す

る仮定について重要な変更はありません。

　


