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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）

営業収入 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 35,266 △12.2 △414 － △232 － △373 －

2020年３月期第３四半期 40,145 △9.1 2,153 △15.4 2,363 △16.3 1,830 △2.9

(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 △420 百万円 ( －％) 2020年３月期第３四半期 1,754 百万円 ( 3.8％)

　

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 △8.63 －
2020年３月期第３四半期 42.33 －

　
（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年３月期第３四半期 43,185 32,738 75.7 755.52

2020年３月期 45,521 33,677 73.8 777.11

(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 32,673 百万円 2020年３月期 33,607 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 － 12.00 12.00

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

配当予想につきましては、引き続き未定といたしております。詳細は添付資料３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』をご覧ください。

　

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)

営業収入 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 48,000 △11.6 150 △94.7 400 △87.1 100 △95.9 2.31

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

　



※ 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

（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 43,448,099株 2020年３月期 43,448,099株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 200,860株 2020年３月期 200,858株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 43,247,239株 2020年３月期３Ｑ 43,247,264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

事項については、（添付資料）３ページ「連結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３四半期連結累計期間においては、欧米圏を中心に新型コロナウイルスの感染が再拡大し、人の移動や一部のサ

ービス消費への制限が再び強まり、雇用環境の回復に不透明感が高まりました。わが国経済は、中国や米国向けを中心

に輸出の持ち直しが続き、生産活動も回復を持続する一方、11月に入り再び新型コロナウイルス感染が拡大し、サービ

ス消費の回復ペース鈍化や雇用所得環境悪化の影響を受け、引き続き個人消費は低迷しています。

当社を取り巻く事業環境は、京浜港（東京港・横浜港）全体での外貿コンテナ取扱量が減少した他、輸出用の自動車

や建設機械は回復傾向が見られるものの、依然大きく減少しています。また、当社の主な事業領域である関東運輸局管

内における一般貨物トラックの輸送量は減少したものの、橋梁工事では公共インフラの更新需要が継続しました。

このような経営環境の中、当社グループは感染防止対策を講じながら、物流やインフラを担う社会的責任の観点から

港湾、プラント・物流の幅広いフィールドで「モノを動かす」サービスの提供を継続しました。セグメント別の経営成

績は次のとおりとなりました。

上段：営業収入 下段：経常損益 （単位：百万円）

セグメントの状況
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)

増減額 増減率

港湾事業
16,417 13,898 △2,518 △15.3％

1,622 845 △776 △47.9％

プラント・物流事業
23,339 21,161 △2,178 △9.3％

601 △1,185 △1,787 －％

その他
387 205 △181 △46.9％

139 107 △32 △23.2％

① 港湾事業

完成車は取扱量が回復傾向にあるものの、建設機械は依然、外需低迷の影響により回復が鈍く、完成車、建設機械

ともに新型コロナウイルス影響前の水準より大きく減少しました。コンテナ貨物につきましても、主に寄港隻数減少

により取扱量が減少したため、事業全体では減収減益となりました。

② プラント・物流事業

プラントは、国内一般工事で、新規プラント工事にも積極的に取り組みましたが、想定外の費用が発生する等の要

因により、大きく採算を悪化させました。国内発電所の構内作業では一部工程の遅延が生じたものの実績を積み上げ

ました。海外では新型コロナウイルス感染拡大の影響によるプラント建設工事のキャンセル、中断・延期等により、

経常損失が拡大しました。物流は、一般貨物の取扱量の回復が鈍いものの重量物輸送が堅調に推移しました。事業全

体では減収、並びに大幅な減益となりました。

③ その他

自社ビル等不動産の賃貸等があります。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の営業収入は35,266百万円（前年同四半期比12.2％減）、営業損失は414

百万円（前年同期は営業利益2,153百万円）、経常損失は232百万円（前年同期は経常利益2,363百万円）となりまし

た。親会社株主に帰属する四半期純損失は373百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益1,830百万円）

となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における総資産は43,185百万円となり、前連結会計年度末比2,335百万円の減少となりま

した。主な要因は、受取手形及び営業未収入金が935百万円、関係会社短期貸付金が2,502百万円減少した一方、現金及

び預金が378百万円、その他流動資産のうち未収金が251百万円、有形固定資産が152百万円、投資有価証券が239百万円

増加したことによるものです。

負債は10,447百万円となり、前連結会計年度末比1,396百万円の減少となりました。主な要因は、支払手形及び営業未

払金が777百万円、未払法人税等が614百万円、賞与引当金が442百万円減少した一方、工事損失引当金が557百万円、退

職給付に係る負債が128百万円増加したことによるものです。

純資産は32,738百万円となり、前連結会計年度末比939百万円の減少となりました。主な要因は、利益剰余金が892百

万円、為替換算調整勘定が215百万円減少した一方、その他有価証券評価差額金が167百万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

最近の業績動向を踏まえ、2020年７月31日に公表した2021年３月期連結業績予想を以下のとおり修正しましたので、

お知らせいたします。

　①2021年３月期 通期連結業績予想数値の修正（2020年４月１日～2021年３月31日）

営業収入 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

前回発表予想（Ａ）
百万円

50,000

百万円

300

百万円

500

百万円

100

円 銭

2.31

今回修正予想（Ｂ） 48,000 150 400 100 2.31

増減額（Ｂ－Ａ） ▲2,000 ▲150 ▲100 － －

増減率（％） ▲4.0 ▲50.0 ▲20.0 － －

（ご参考）前期実績
（2020年３月期）

54,271 2,836 3,100 2,423 56.03

②業績予想修正の理由

新型コロナウイルスの感染は依然拡大しており、短期間での経済の本格的回復は望めない状況です。当社事業で

は、港湾事業の取扱量の減少やプラント・物流事業における海外事業活動の停止等により損益に影響を与えておりま

す。また、プラント国内一般工事において、新規案件に積極的に取り組みましたが、想定外の費用が発生、第３四半

期の採算を大きく悪化させました。

以上のことから、上記のとおり通期業績予想の修正を行います。

なお、上記予想は本資料公表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々

な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

＜配当予想について＞

　2021年３月期の配当予想につきましては、引き続き未定といたします。開示が可能となった段階で速やかに公表い

たします。
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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：千円)

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 4,707,022 5,085,387

受取手形及び営業未収入金 10,869,480 9,934,477

貯蔵品 73,419 73,740

関係会社短期貸付金 10,625,953 8,123,743

その他 1,487,858 1,756,524

貸倒引当金 △120,915 △1,255

流動資産合計 27,642,819 24,972,617

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,877,685 4,922,204

機械装置及び運搬具（純額） 2,959,286 2,732,353

工具、器具及び備品（純額） 323,004 340,626

土地 3,074,332 3,066,616

リース資産（純額） 483,210 429,612

建設仮勘定 937,084 315,395

有形固定資産合計 11,654,603 11,806,808

無形固定資産

借地権 1,535,744 1,535,744

のれん 219,098 147,702

その他 409,043 390,114

無形固定資産合計 2,163,886 2,073,561

投資その他の資産

投資有価証券 1,733,400 1,973,283

長期貸付金 444,000 475,715

繰延税金資産 1,160,573 1,248,063

その他 1,151,433 1,190,272

貸倒引当金 △429,302 △554,903

投資その他の資産合計 4,060,104 4,332,430

固定資産合計 17,878,595 18,212,800

資産合計 45,521,415 43,185,418
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(単位：千円)

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

支払手形及び営業未払金 4,403,514 3,625,870

短期借入金 697,210 666,769

1年内返済予定の長期借入金 21,839 －

リース債務 119,389 92,889

未払法人税等 655,277 40,545

未払費用 329,451 331,305

賞与引当金 732,930 290,838

役員賞与引当金 46,600 －

工事損失引当金 － 557,058

その他 989,721 936,048

流動負債合計 7,995,935 6,541,324

固定負債

リース債務 399,718 368,922

繰延税金負債 19,602 23,205

役員退職慰労引当金 253,951 269,770

退職給付に係る負債 2,839,191 2,967,436

資産除去債務 56,522 57,068

その他 279,028 219,618

固定負債合計 3,848,016 3,906,021

負債合計 11,843,951 10,447,346

純資産の部

株主資本

資本金 2,155,300 2,155,300

資本剰余金 330,659 330,659

利益剰余金 30,142,429 29,250,408

自己株式 △30,564 △30,565

株主資本合計 32,597,824 31,705,802

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 562,017 729,789

為替換算調整勘定 494,167 278,447

退職給付に係る調整累計額 △46,171 △40,045

その他の包括利益累計額合計 1,010,013 968,190

非支配株主持分 69,626 64,079

純資産合計 33,677,463 32,738,072

負債純資産合計 45,521,415 43,185,418
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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：千円)
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)

営業収入 40,145,498 35,266,177

営業費用 31,642,708 29,758,500

営業総利益 8,502,789 5,507,677

販売費及び一般管理費 6,348,797 5,921,869

営業利益又は営業損失（△） 2,153,992 △414,191

営業外収益

受取利息 38,092 49,271

受取配当金 74,010 68,622

持分法による投資利益 9,626 5,211

その他 109,184 88,244

営業外収益合計 230,912 211,351

営業外費用

支払利息 19,490 15,695

契約解約損 80 12,385

その他 2,205 1,700

営業外費用合計 21,777 29,780

経常利益又は経常損失（△） 2,363,128 △232,621

特別利益

固定資産売却益 621,256 8,076

投資有価証券売却益 62,028 ―

災害保険金収入 11,914 21,763

新型コロナウイルス感染症に伴う助成金 ― 102,214

特別利益合計 695,199 132,055

特別損失

減損損失 176,782 ―

固定資産除売却損 12,182 95,336

ゴルフ会員権売却損 2,239 1,450

ゴルフ会員権評価損 ― 11,488

災害による損失 58,958 ―

新型コロナウイルス感染症による損失 ― 75,854

特別損失合計 250,162 184,129

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

2,808,165 △284,694

法人税、住民税及び事業税 900,560 240,941

法人税等調整額 76,754 △152,582

法人税等合計 977,314 88,358

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,830,851 △373,053

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

1,830,851 △373,053
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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 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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,830,851 △373,053

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 49,638 167,771

繰延ヘッジ損益 487 ―

為替換算調整勘定 △134,196 △221,267

退職給付に係る調整額 7,347 6,125

その他の包括利益合計 △76,722 △47,369

四半期包括利益 1,754,128 △420,423

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,752,024 △414,876

非支配株主に係る四半期包括利益 2,104 △5,547

　



株式会社宇徳(9358) 2021年３月期 第３四半期決算短信

－8－

（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。

（追加情報）

当第３四半期連結累計期間における新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積り及び当該見積

りに用いた仮定については、前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した内容から重要な変更はあ

りません。
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