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(百万円未満切捨て) 

１．2023年３月期第３四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年12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 ％ 

2023年３月期第３四半期 5,006 △8.6 1,485 9.8 1,453 9.4 1,182 31.0 

2022年３月期第３四半期 5,475 82.2 1,352 94.0 1,327 93.5 902 101.9 
 
(注) 包括利益 2023年３月期第３四半期 1,138 百万円 ( 17.7 ％) 2022年３月期第３四半期 967 百万円 ( 118.6 ％) 

  

 
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３月期第３四半期 87.06 ― 

2022年３月期第３四半期 66.46 ― 

(注)当社は、2021年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首 

  に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益を算出しております。 

 
（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 ％ 

2023年３月期第３四半期 4,863 4,194 84.9 

2022年３月期 4,455 3,533 79.3 
 
(参考) 自己資本 2023年３月期第３四半期 4,128 百万円  2022年３月期 3,533 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 

2022年３月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00 

2023年３月期 ― 0.00 ―     

2023年３月期(予想)       50.00 50.00 

(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３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31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 7,080 0.0 2,120 20.6 2,126 21.4 1,381 27.6 101.76 

(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 ： 有 

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 

  新規  １社 (社名) 株式会社アスタース     、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 ： 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 ： 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) 2023年３月期３Ｑ 13,580,000株 2022年３月期 13,580,000株 

② 期末自己株式数 2023年３月期３Ｑ 954株 2022年３月期 916株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期３Ｑ 13,579,067株 2022年３月期３Ｑ 13,579,234株 

(注)当社は、2021年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首 

  に当該株式分割が行われたと仮定して期末発行済株式数、期末自己株式数、期中平均株式数を算出しております。 

 

※ 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、その業績を当社としてお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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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
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,136,796 3,606,063

売掛金 599,154 597,029

仕掛品 155,673 23,251

前払費用 8,410 14,454

その他 51,671 6,083

流動資産合計 3,951,707 4,246,882

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 59,309 62,280

工具、器具及び備品（純額） 24,378 20,365

有形固定資産合計 83,687 82,645

無形固定資産

ソフトウエア 47,333 36,726

商標権 210 170

のれん ― 335,590

無形固定資産合計 47,544 372,487

投資その他の資産

投資有価証券 249,593 ―

繰延税金資産 28,719 41,312

敷金及び保証金 94,669 97,249

その他 ― 23,084

投資その他の資産合計 372,982 161,646

固定資産合計 504,214 616,780

資産合計 4,455,921 4,863,662
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 357,946 275,154

未払金 77,129 68,060

未払費用 6,779 16,286

未払法人税等 389,229 196,979

未払消費税等 83,984 55,855

前受金 2,376 594

その他 5,078 16,969

流動負債合計 922,522 629,899

固定負債

退職給付引当金 ― 5,774

役員退職慰労引当金 ― 33,598

固定負債合計 ― 39,372

負債合計 922,522 669,272

純資産の部

株主資本

資本金 263,778 263,778

資本剰余金 253,298 253,298

利益剰余金 2,974,487 3,613,523

自己株式 △1,997 △2,096

株主資本合計 3,489,566 4,128,503

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 43,832 ―

その他の包括利益累計額合計 43,832 ―

非支配株主持分 ― 65,886

純資産合計 3,533,398 4,194,390

負債純資産合計 4,455,921 4,863,662

　



株式会社ダブルスタンダード(3925) 2023年３月期 第３四半期決算短信

4

（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 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年12月31日)

売上高 5,475,588 5,006,482

売上原価 3,553,716 2,919,598

売上総利益 1,921,871 2,086,883

販売費及び一般管理費 569,714 601,735

営業利益 1,352,157 1,485,147

営業外収益

その他 534 14

営業外収益合計 534 14

営業外費用

持分法による投資損失 21,620 31,830

寄付金 3,080 50

営業外費用合計 24,700 31,880

経常利益 1,327,991 1,453,281

特別利益

投資有価証券売却益 ― 36,141

段階取得に係る差益 ― 171,660

特別利益合計 ― 207,802

特別損失

その他 722 ―

特別損失合計 722 ―

税金等調整前四半期純利益 1,327,268 1,661,083

法人税、住民税及び事業税 432,452 456,678

法人税等調整額 △7,678 22,204

法人税等合計 424,773 478,883

四半期純利益 902,495 1,182,199

非支配株主に帰属する四半期純利益 ― ―

親会社株主に帰属する四半期純利益 902,495 1,182,199
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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 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年12月31日)

四半期純利益 902,495 1,182,199

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 65,032 △43,832

その他の包括利益合計 65,032 △43,832

四半期包括利益 967,528 1,138,367

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 967,528 1,138,367

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。

　


