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１．2021年３月期第３四半期の連結業績（2020年４月１日～2020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 ％

2021年３月期第３四半期 12,694 △15.0 636 △50.9 698 △48.4 515 △40.3

2020年３月期第３四半期 14,937 △0.9 1,296 △6.3 1,354 △7.3 864 △15.8

(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 546百万円 ( △33.7％) 2020年３月期第３四半期 824百万円 (△10.6％)

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

2021年３月期第３四半期 111.91 ―

2020年３月期第３四半期 187.50 ―

（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３四半期 23,522 16,821 71.5

2020年３月期 24,021 16,644 69.3

(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 16,821百万円 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) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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) 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 ： 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３Ｑ 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３Ｑ 15,948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３Ｑ 4,609,512株 2020年３月期３Ｑ 4,609,755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。
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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３四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しの動きもみられまし

たが、新型コロナウイルス感染症の収束はいまだ見えておらず、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、当第１四半期には建設工事の中断や遅延などが一部で生

じ、当第３四半期にかけては広範な業界における感染拡大防止に向けた自粛対応が事業活動の制約要因となりま

した。

　このような状況の下、当第３四半期連結累計期間における当社グループの連結売上高は、126億94百万円(前年

同期比15.0%減)となりました。

損益面につきましては、当第３四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６億36百万円(前年同期比50.9%減)、経常利益は６億98百万円(前年同期比48.4%減)、親会社

株主に帰属する四半期純利益は５億15百万円(前年同期比40.3%減)となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第３四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４億99百万円減少し、235億22百万円とな

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11億51百万円増加したものの、現金及び預金が10

億37百万円、建設仮勘定が４億70百万円それぞれ減少したことによるものです。

　負債合計は、前連結会計年度末より６億76百万円減少し、67億１百万円となりました。その主な原因といたし

ましては、支払手形及び買掛金が３億26百万円、賞与引当金が１億84百万円、未払法人税等が１億85百万円それ

ぞれ減少したことによるものです。

　純資産合計は、前連結会計年度末より１億77百万円増加し、168億21百万円となりました。その主な原因とい

たしましては、利益剰余金が１億47百万円増加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月期の業績予想につきましては、2020年11月５日に公表いたしました業績予想に変更はありません。
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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３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,400 6,363

受取手形及び売掛金 4,844 4,561

電子記録債権 1,349 1,419

商品及び製品 2,257 2,107

仕掛品 248 232

原材料及び貯蔵品 628 610

その他 72 156

貸倒引当金 △3 △5

流動資産合計 16,797 15,444

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 9,266 10,417

機械装置及び運搬具 9,037 8,932

工具、器具及び備品 3,557 3,484

土地 2,419 2,419

リース資産 269 269

建設仮勘定 570 99

減価償却累計額 △19,036 △18,672

有形固定資産合計 6,083 6,951

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 699 781

繰延税金資産 188 109

その他 141 129

貸倒引当金 △16 △16

投資その他の資産合計 1,013 1,003

固定資産合計 7,224 8,078

資産合計 24,021 23,522
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,074 1,747

電子記録債務 887 797

短期借入金 1,180 1,180

リース債務 10 19

賞与引当金 304 120

設備関係支払手形 80 176

未払法人税等 186 0

その他 1,083 1,025

流動負債合計 5,807 5,068

固定負債

リース債務 274 259

預り保証金 1,215 1,239

退職給付に係る負債 80 68

繰延税金負債 - 17

その他 - 47

固定負債合計 1,569 1,632

負債合計 7,377 6,701

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 7,439

自己株式 △26 △26

株主資本合計 16,395 16,542

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 282 338

為替換算調整勘定 △33 △59

その他の包括利益累計額合計 248 279

純資産合計 16,644 16,821

負債純資産合計 24,021 23,522
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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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 14,937 12,694

売上原価 9,112 7,754

売上総利益 5,825 4,940

販売費及び一般管理費 4,528 4,303

営業利益 1,296 636

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 33 30

不動産賃貸料 27 27

その他 15 27

営業外収益合計 76 85

営業外費用

支払利息 4 10

売上割引 6 5

為替差損 8 8

その他 - 0

営業外費用合計 19 24

経常利益 1,354 698

特別利益

固定資産売却益 0 -

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 108 2

特別損失合計 108 2

税金等調整前四半期純利益 1,248 696

法人税、住民税及び事業税 318 107

法人税等調整額 65 72

法人税等合計 383 180

四半期純利益 864 515

親会社株主に帰属する四半期純利益 864 515
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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：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益 864 515

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △18 56

為替換算調整勘定 △20 △25

その他の包括利益合計 △39 30

四半期包括利益 824 546

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 824 546
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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。

　


