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1. 2021年3月期第3四半期の業績（2020年4月1日～2020年12月31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 ％

2021年3月期第3四半期 6,879 △15.9 41 △81.5 89 △63.2 38 △73.3

2020年3月期第3四半期 8,181 △4.6 223 △9.1 243 △8.3 145 77.2

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 1.37 ―

2020年3月期第3四半期 5.13 ―

(2) 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 13,295 5,055 38.0

2020年3月期 12,376 5,052 40.8

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 5,055百万円 2020年3月期 5,052百万円

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 ― 0.00 ― 2.00 2.00

2021年3月期 ― 0.00 ―

2021年3月期（予想） ― ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

2021年３月期の期末配当予想につきましては、現時点では未定としております。

3. 2021年 3月期の業績予想（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 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 8,700 △17.5 △40 ― 20 △91.9 10 △93.5 0.35

（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) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(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 ： 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

(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） 2021年3月期3Q 28,373,005 株 2020年3月期 28,373,005 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 20,433 株 2020年3月期 20,413 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 28,352,591 株 2020年3月期3Q 28,352,706 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、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２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報　（３）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３四半期累計期間における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症拡大による世界経済の先行きは不透明

ではあるものの、足元では中国をはじめとする各国の経済活動の再開を受け輸出が増加に転じたほか、国内の消費マ

インドも一定程度持ち直しの動きがみられました。

当社と関係の深い住宅業界におきましては、住宅取得に伴う政府の補助金や減税などの優遇制度の延長及び住宅ロ

ーン低金利を背景に、緊急事態宣言解除後の住宅関連各社の営業活動再開で回復傾向にはあるものの、新型コロナウ

イルス感染症拡大の影響による住宅市場を取り巻く環境は依然低調であり、４月から11月の累計で、前年比10.0%減少

となりました。

生産面においては、販売量の減少に伴い大幅な減産を余儀なくされましたが、原油の低価格及び、需給の緩みによ

る原材料単価やエネルギー単価の減少に加え、木質チップ異物除去装置の効果や、製造経費の大幅な抑制により、売

上原価は前年比で減少しました。

当第３四半期累計期間の当社業績につきましては、構造用途製品の販売は底堅く推移しましたが、新設住宅着工戸

数が減少した影響を受け、主力である建材用途製品及びフロアー基材用途製品の販売量が減少しました。家具用途が

主体の輸入ＭＤＦ製品においても、市況悪化に伴い販売量が減少となりました。結果として、売上高は15.9%減となり

ました。

この結果、当第３四半期累計期間の売上高は68億79百万円(前年同期比15.9%減)、営業利益は41百万円(同81.5%減)、

経常利益は89百万円(同63.2%減)、四半期純利益は38百万円(同73.3%減)となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産

流動資産は、前事業年度末に比べて７億49百万円増加し、70億16百万円となりました。これは主に電子記録債権の

増加と現金及び預金、商品及び製品の減少によるものです。

固定資産は、前事業年度末に比べて１億70百万円増加し、62億79百万円となりました。これは主に有形固定資産と

投資有価証券の増加によるものです。

この結果、総資産は、前事業年度末に比べて９億19百万円増加し、132億95百万円となりました。

②負債

流動負債は、前事業年度末に比べて２億42百万円増加し、49億67百万円となりました。これは主に短期借入金、１

年内返済予定の長期借入金の増加と支払手形及び買掛金の減少によるものです。

固定負債は、前事業年度末に比べて６億73百万円増加し、32億72百万円となりました。これは主に長期借入金の増

加によるものです。

この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて９億16百万円増加し、82億40百万円となりました。

③純資産

純資産は、前事業年度末に比べて３百万円増加し、50億55百万円となりました。これは主にその他有価証券評価差

額金の増加と利益剰余金の減少によるものです。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

住宅業界におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響が及ぼす新設住宅着工戸数への影響は依然不透明であ

り、個人消費や所得環境の悪化により新設住宅着工戸数は前年を下回るものと予測されます。一方、世界景気減速に

よる原油価格下落から、原材料費、エネルギー費が抑えられ製造原価の上昇は一定程度抑えられると予測されます。

このような状況の中、建材製品向けの販売量確保とフロアー基材用途向け製品の拡販に加え、構造用製品の販売に注

力し、一層の効率的な生産及び品質改善を推し進め、引き続き数量、価格ともに安定して市場に供給できるよう努め

てまいります。

なお、当社の通期業績予想につきましては、当第３四半期の業績は回復基調にありますが、新型コロナウイルス感

染症による影響が再び拡大傾向にある中、販売量・生産量減少等における影響が先行き不透明なため、2020年10月30

日に公表した数値から変更ありません。
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２．四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
(2020年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,714,512 1,671,470

受取手形及び売掛金 1,838,785 1,896,658

電子記録債権 516,805 1,402,416

商品及び製品 1,059,561 903,300

仕掛品 253,106 253,141

原材料及び貯蔵品 834,288 856,437

その他 49,835 32,676

流動資産合計 6,266,895 7,016,102

固定資産

有形固定資産

機械及び装置（純額） 1,521,768 1,814,676

土地 3,194,589 3,194,589

その他（純額） 794,783 645,728

有形固定資産合計 5,511,141 5,654,994

無形固定資産 19,349 15,846

投資その他の資産

投資有価証券 570,922 601,669

その他 8,010 7,126

投資その他の資産合計 578,932 608,796

固定資産合計 6,109,423 6,279,637

資産合計 12,376,318 13,295,740
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,981,652 1,757,713

短期借入金 945,000 1,450,000

1年内返済予定の長期借入金 1,275,000 1,505,120

賞与引当金 95,200 47,100

環境対策引当金 13,145 300

その他 415,054 207,289

流動負債合計 4,725,051 4,967,522

固定負債

長期借入金 2,435,000 3,079,880

繰延税金負債 77,648 119,296

退職給付引当金 42,283 50,776

環境対策引当金 ― 47

資産除去債務 12,239 11,512

その他 31,858 11,351

固定負債合計 2,599,030 3,272,863

負債合計 7,324,082 8,240,386

純資産の部

株主資本

資本金 2,343,871 2,343,871

利益剰余金 2,695,109 2,677,206

自己株式 △3,563 △3,565

株主資本合計 5,035,417 5,017,512

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,189 38,703

繰延ヘッジ損益 14,629 △861

評価・換算差額等合計 16,819 37,841

純資産合計 5,052,236 5,055,354

負債純資産合計 12,376,318 13,295,740
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

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

売上高 8,181,550 6,879,124

売上原価 7,010,290 5,993,262

売上総利益 1,171,259 885,861

販売費及び一般管理費 947,976 844,489

営業利益 223,283 41,371

営業外収益

受取利息及び配当金 20,374 14,229

業務受託料 14,850 14,850

助成金収入 ― 36,755

その他 6,962 8,748

営業外収益合計 42,187 74,582

営業外費用

支払利息 14,728 14,987

売上割引 4,008 3,519

固定資産除却損 ― 6,863

その他 2,778 717

営業外費用合計 21,515 26,087

経常利益 243,955 89,865

特別利益

受取保険金 ― 7,465

特別利益合計 ― 7,465

特別損失

投資有価証券評価損 ― 21,625

固定資産除却損 6,412 ―

災害による損失 4,529 ―

社葬費用 11,574 ―

特別損失合計 22,516 21,625

税引前四半期純利益 221,438 75,706

法人税等 75,952 36,904

四半期純利益 145,486 38,802
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（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。

　


