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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 5,738 △16.1 347 △11.8 404 △5.8 223 △18.1

2020年3月期第3四半期 6,840 △0.1 393 64.4 429 50.2 272 52.3

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 17.00 ―

2020年3月期第3四半期 20.75 ―

(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 13,616 9,991 73.4

2020年3月期 14,035 9,636 68.7

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 9,991百万円 2020年3月期 9,636百万円

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 ― ― ― 13.00 13.00

2021年3月期 ― ― ―

2021年3月期（予想） 13.00 13.00

（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 9,100 △7.2 570 0.3 600 1.8 390 2.1 29.66

（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 13,233,000 株 2020年3月期 13,233,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 85,632 株 2020年3月期 85,557 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 13,147,424 株 2020年3月期3Q 13,147,497 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、実際
の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。実際の業績等に影響を与える可能性のある重要な要因には下記の事項があります。

（１）新型コロナウイルス流行の影響

（２）季節的要因による出荷の遅れ

（３）天候の不順による土木工事の遅れが原因の出荷の遅れ

なお、業績に影響を与える要因はこれらに限定されるものではありません。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「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わが国経済は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて緊急事態宣言が発出される

状況下で停滞状態となり、個人消費や雇用に大きな影響がありました。

一旦落ち着くかに見えたコロナ禍は、冬に向かう時季から感染再拡大の度を強め、極めて厳しい経済情勢・社会情

勢となっております。

当社では、目標を自社製品の受注獲得に絞り、当社技術のPRを交えながら営業活動を推進いたしました。

こうして取組みましたが、当第３四半期累計期間の売上高は57億３千８百万円（前年同四半期は68億４千万円）と

なり、損益は営業利益３億４千７百万円（前年同四半期は３億９千３百万円)、経常利益は４億４百万円 (前年同四半

期は４億２千９百万円) となり、前年同四半期に比べ減収減益となりました。

四半期純利益は、特別損失を差し引きし税金費用１億８百万円を控除した結果、２億２千３百万円（前年同四半期

は２億７千２百万円）となりました。

セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。

（コンクリート関連事業）

コンクリート関連事業は、受注高は61億８千７百万円、売上高は57億円（前年同四半期は68億円）、セグメント利

益は３億６千９百万円（前年同四半期は４億１千２百万円）となりました。

① セメント二次製品部門は、受注高が34億６千８百万円、売上高は30億９千９百万円（前年同四半期は31億９千８

百万円）となりました。

② 工事部門は、受注高が３億４千万円、売上高は２億８千５百万円（前年同四半期は２億７千２百万円）となりま

した。

③ その他部門は、工事用資材及びコンクリート製品に装着する資材等で、受注高は23億７千７百万円、売上高は23

億１千５百万円（前年同四半期は33億２千９百万円）となりました。

（不動産事業）

不動産事業は当社が保有するマンション等の賃貸収入で、売上高は３千８百万円（前年同四半期は３千９百万円）、

セグメント利益は１千７百万円（前年同四半期は１千９百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第３四半期会計期間末における総資産は136億１千６百万円（前事業年度末に比べ４億１千８百万円の減少）とな

りました。流動資産は前事業年度末に比べ８億６千２百万円減少し、86億４千万円となり、固定資産は前事業年度に

比べ４億４千３百万円増加し、49億７千６百万円になりました。流動資産の主な減少は、売上債権の10億４千７百万

円であります。

（負債）

当第３四半期会計期間末における負債は36億２千５百万円（前事業年度末に比べ７億７千４百万円の減少）となり

ました。流動負債は前事業年度末に比べ９億２千万円減少し、24億９千４百万円となり、固定負債は前事業年度末に

比べ１億４千６百万円増加し、11億３千万円となりました。流動負債の主な減少は、仕入債務の７億５千万円であり

ます。

（純資産）

当第３四半期会計期間末における純資産は99億９千１百万円（前事業年度末に比べ３億５千５百万円の増加）とな

りました。主な増加は、その他有価証券評価差額金の３億２百万円であります。その結果、自己資本比率は73.4％と

なりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期通期の業績予想につきましては、2020年５月14日に公表しております予想に変更はありません。
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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 4,537,309 4,693,449

受取手形及び売掛金 2,988,825 2,416,645

電子記録債権 1,121,623 645,941

製品 701,343 721,684

原材料及び貯蔵品 75,956 99,404

未収還付法人税等 ― 6,569

その他 79,942 58,465

貸倒引当金 △2,916 △2,155

流動資産合計 9,502,085 8,640,005

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 189,622 193,652

機械及び装置（純額） 173,818 181,801

土地 1,677,601 1,677,601

その他（純額） 375,646 363,745

有形固定資産合計 2,416,689 2,416,800

無形固定資産 84,343 81,740

投資その他の資産

投資有価証券 904,517 1,018,209

関係会社株式 916,289 1,179,135

その他 220,044 287,230

貸倒引当金 △8,168 △6,302

投資その他の資産合計 2,032,682 2,478,272

固定資産合計 4,533,715 4,976,813

資産合計 14,035,801 13,616,818

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,535,410 1,067,072

電子記録債務 1,208,990 926,633

短期借入金 200,000 200,000

未払法人税等 117,492 ―

賞与引当金 114,226 52,750

その他 238,654 247,763

流動負債合計 3,414,774 2,494,218

固定負債

長期借入金 800,000 800,000

退職給付引当金 62,269 61,159

その他 122,596 269,752

固定負債合計 984,865 1,130,911

負債合計 4,399,639 3,625,130
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,204,900 1,204,900

資本剰余金 819,054 819,054

利益剰余金 7,547,732 7,600,340

自己株式 △45,152 △45,211

株主資本合計 9,526,534 9,579,082

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 109,627 412,604

評価・換算差額等合計 109,627 412,604

純資産合計 9,636,161 9,991,687

負債純資産合計 14,035,801 13,616,818
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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 6,840,213 5,738,723

売上原価 5,728,963 4,690,244

売上総利益 1,111,249 1,048,478

販売費及び一般管理費 717,631 701,180

営業利益 393,618 347,298

営業外収益

受取利息 269 285

受取配当金 51,436 66,789

その他 4,283 7,222

営業外収益合計 55,990 74,298

営業外費用

支払利息 9,839 9,694

その他 10,184 7,355

営業外費用合計 20,024 17,049

経常利益 429,584 404,546

特別損失

固定資産除却損 8,021 12,035

投資有価証券評価損 ― 60,154

特別損失合計 8,021 72,190

税引前四半期純利益 421,563 332,356

法人税、住民税及び事業税 104,823 73,455

法人税等調整額 43,946 35,376

法人税等合計 148,769 108,831

四半期純利益 272,793 223,524
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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。

　


