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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年９月30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 ％

2021年３月期第２四半期 7,982 △17.1 358 △55.6 396 △52.6 296 △46.9

2020年３月期第２四半期 9,624 △0.5 807 △7.8 835 △11.0 557 △14.4

(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 287百万円 (△46.1％) 2020年３月期第２四半期 533百万円 ( 1.0％)

　

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３月期第２四半期 64.30 ―

2020年３月期第２四半期 121.02 ―
　

（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３月期第２四半期 22,894 16,562 72.3

2020年３月期 24,021 16,644 69.3

(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 16,562百万円 2020年３月期 16,644百万円

　

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３月期 ― ― ― 80.00 80.00

2021年３月期 ― ―

2021年３月期(予想) ― 40.00 40.00

(注) １．直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有
　 ２．配当予想の修正については、本日（2020年11月５日）公表いたしました「業績予想及び配当予想に関する

お知らせ」をご参照ください。

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021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 17,100 △14.0 800 △54.1 900 △50.2 650 △46.2 141.01

(注) １．直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

　 ２．連結業績予想の修正については、本日（2020年11月５日）公表いたしました「業績予想及び配当予想に関す
るお知らせ」をご参照ください。

hirotaka-ono
新規スタンプ



※ 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

　 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 ： 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) 2021年３月期２Ｑ 4,625,309株 2020年３月期 4,625,309株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 15,809株 2020年３月期 15,711株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 4,609,561株 2020年３月期２Ｑ 4,609,772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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。

　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。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料

２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」をご参照く

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、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、経済

活動が制限される等、厳しい状況となりました。感染拡大の防止策を講じつつ社会経済活動のレベルを引き上げ

ていくなかで、政府による経済政策の効果や海外経済の改善等、経済環境は徐々に持ち直す期待はありますが、

依然として先行き不透明な状況が続いております。

　当社グループと関連が深い建設業界におきましては、建設工事の中断や遅延などが一部で生じたほか、広範な

業界における感染拡大防止に向けた自粛対応は事業活動の制約要因となり、依然として厳しい状況にあります。

　このような状況の下、当社グループの当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、79億82百万円(前年同期比

17.1%減)となりました。

損益面につきましては、当第２四半期連結累計期間においても諸経費の削減と生産性の向上に努めてまいりま

したが、営業利益は３億58百万円(前年同期比55.6%減)、経常利益は３億96百万円(前年同期比52.6%減)、親会社

株主に帰属する四半期純利益は２億96百万円(前年同期比46.9%減)となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末より11億27百万円減少し、228億94百万円とな

りました。その主な原因といたしましては、建物及び構築物が13億59百万円増加したものの、現金及び預金が８

億12百万円、受取手形及び売掛金が７億89百万円それぞれ減少したことによるものです。

　負債の部では、前連結会計年度末より10億46百万円減少し、63億31百万円となりました。その主な原因といた

しましては、支払手形及び買掛金が４億61百万円、電子記録債務が２億33百万円それぞれ減少したことによるも

のです。

　純資産の部では、前連結会計年度末より81百万円減少し、165億62百万円となりました。その主な原因といた

しましては、利益剰余金が72百万円減少したことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2021年３月期の連結業績予想につきましては、市場における新型コロナウイルス感染症による影響で先行き不

透明なため未定としておりましたが、当第２四半期連結累計期間の業績等を踏まえ、最近の経済動向や現時点に

おいて入手可能な情報をもとに、通期連結業績予想を算定しましたので公表いたします。

　詳細につきましては、本日公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。



ロンシール工業株式会社(4224) 2021年３月期 第２四半期決算短信

-3-

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

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,400 6,588

受取手形及び売掛金 4,844 4,054

電子記録債権 1,349 1,058

商品及び製品 2,257 2,189

仕掛品 248 259

原材料及び貯蔵品 628 639

その他 72 86

貸倒引当金 △3 △4

流動資産合計 16,797 14,872

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 9,266 10,625

機械装置及び運搬具 9,037 9,116

工具、器具及び備品 3,557 3,572

土地 2,419 2,419

リース資産 269 269

建設仮勘定 570 64

減価償却累計額 △19,036 △19,152

有形固定資産合計 6,083 6,916

無形固定資産

その他 127 123

無形固定資産合計 127 123

投資その他の資産

投資有価証券 699 706

繰延税金資産 188 160

その他 141 131

貸倒引当金 △16 △16

投資その他の資産合計 1,013 981

固定資産合計 7,224 8,022

資産合計 24,021 22,894
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,074 1,613

電子記録債務 887 654

短期借入金 1,180 1,180

リース債務 10 19

賞与引当金 304 238

設備関係支払手形 80 46

未払法人税等 186 91

その他 1,083 878

流動負債合計 5,807 4,721

固定負債

リース債務 274 264

預り保証金 1,215 1,229

退職給付に係る負債 80 67

その他 - 48

固定負債合計 1,569 1,609

負債合計 7,377 6,331

純資産の部

株主資本

資本金 5,007 5,007

資本剰余金 4,121 4,121

利益剰余金 7,292 7,220

自己株式 △26 △26

株主資本合計 16,395 16,322

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 282 287

為替換算調整勘定 △33 △47

その他の包括利益累計額合計 248 239

純資産合計 16,644 16,562

負債純資産合計 24,021 22,894
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 9,624 7,982

売上原価 5,851 4,857

売上総利益 3,772 3,124

販売費及び一般管理費 2,964 2,766

営業利益 807 358

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 18 17

不動産賃貸料 18 18

その他 9 17

営業外収益合計 46 52

営業外費用

支払利息 2 6

売上割引 3 2

為替差損 11 5

営業外費用合計 18 15

経常利益 835 396

特別利益

投資有価証券売却益 1 -

特別利益合計 1 -

特別損失

固定資産除却損 29 1

特別損失合計 29 1

税金等調整前四半期純利益 808 394

法人税、住民税及び事業税 232 71

法人税等調整額 18 26

法人税等合計 250 98

四半期純利益 557 296

親会社株主に帰属する四半期純利益 557 296
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 557 296

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3 4

為替換算調整勘定 △20 △13

その他の包括利益合計 △24 △8

四半期包括利益 533 287

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 533 287
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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。


