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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 21,601 △8.6 699 △31.1 717 △30.2 479 △35.4

2020年3月期第3四半期 23,625 9.4 1,016 15.6 1,027 16.9 741 24.3

（注）包括利益 2021年3月期第3四半期　　498百万円 （△33.6％） 2020年3月期第3四半期　　749百万円 （26.2％）

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 54.45 ―

2020年3月期第3四半期 84.24 ―

(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 23,680 12,271 51.8

2020年3月期 24,397 11,965 49.0

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 12,271百万円 2020年3月期 11,965百万円

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 ― 10.00 ― 18.00 28.00

2021年3月期 ― 5.00 ―

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

（注）配当予想につきましては、未定とさせていただきます。

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 31,500 △2.9 1,268 3.5 1,300 5.2 871 1.2 98.95

（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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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 8,832,000 株 2020年3月期 8,832,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 24,143 株 2020年3月期 24,143 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 8,807,857 株 2020年3月期3Q 8,807,857 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）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けるわが国経済は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響に伴う経済活動の制

限が段階的に解除され、個人消費を中心に一時持ち直しの兆しがありましたが、再拡大により企業収益の先行き

が依然不透明な状況で推移しました。

　当社グループの属する建設関連業界におきましては、新型コロナウイルスの感染拡大による国内経済の不透明

感、前年の消費税増税やオリンピック関連需要の反動減などもあり、商業施設や店舗、工場の設備投資等で工事

延期や規模縮小となる案件も出てきました。また、比較的大型の見積もりも少なくなる等先行きを含めて厳しい

状況で推移しました。

　このような状況の中、当社グループにおきましては、更なる物件受注戦略の推進を図るため、感染防止対策を

徹底した上での営業活動、オンライン等を活用した社員教育・育成による現場の対応力向上に努め、様々な制約

のある中で積極的に受注活動を行ってまいりました。また、2020年8月に弱電工事を営む株式会社カワツウの株式

取得を行ないました。経営戦略の柱の1つとしている営業ネットワーク網を活用し、競争の激しい市場の中で幅広

い需要の獲得へ向けてシナジー効果を発揮できるように運営して参ります。

　この結果、売上高は21,601,093千円（前年同四半期比91.4％）となりました。利益面におきましては、営業利

益699,800千円（前年同四半期比68.9％）、経常利益717,334千円（前年同四半期比69.8％）、親会社株主に帰属

する四半期純利益479,561千円（前年同四半期比64.6％）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総資産は、前連結会計年度末に比べ717,673千円減少し、23,680,172千円となり

ました。

　流動資産は、現金及び預金の増加があったものの、受取手形及び売掛金、商品及び製品の減少等により、前連

結会計年度末に比べ1,154,667千円減少し、12,116,196千円となりました。

　固定資産は、その他の投資等及び株式会社カワツウの株式取得によるのれんの増加等により、前連結会計年度

末に比べ436,993千円増加し、11,563,976千円となりました。

　流動負債は、支払手形及び買掛金、短期借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ1,272,306千円減少

し、9,343,662千円となりました。

　固定負債は、株式会社カワツウを連結したことによる社債及び長期借入金の計上、退職給付に係る負債の増加

等により、前連結会計年度末に比べ249,122千円増加し、2,065,338千円となりました。

　純資産は、剰余金の配当による減少等があったものの、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等により、

前連結会計年度末に比べ305,511千円増加し、12,271,170千円となりました。

（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月期の通期の業績予想につきましては、現時点では2020年11月11日に公表いたしました連結業績予想

から変更はありません。
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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：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 2,114,371 2,797,138

受取手形及び売掛金 8,426,281 6,897,481

電子記録債権 731,735 676,353

商品及び製品 1,801,660 1,591,748

仕掛品 71 －

未成工事支出金 － 15,980

原材料及び貯蔵品 33,456 8,836

その他 175,088 140,246

貸倒引当金 △11,801 △11,588

流動資産合計 13,270,863 12,116,196

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,795,176 2,707,176

土地 7,218,788 7,280,946

その他（純額） 178,211 225,095

有形固定資産合計 10,192,176 10,213,218

無形固定資産

のれん － 189,843

その他 34,552 70,778

無形固定資産合計 34,552 260,621

投資その他の資産

繰延税金資産 648,449 593,230

その他 358,510 606,087

貸倒引当金 △106,706 △109,181

投資その他の資産合計 900,253 1,090,136

固定資産合計 11,126,982 11,563,976

資産合計 24,397,845 23,680,172
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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

支払手形及び買掛金 5,229,243 4,852,833

短期借入金 4,350,000 3,700,000

１年内償還予定の社債 － 18,000

1年内返済予定の長期借入金 － 16,680

未払法人税等 272,886 73,330

賞与引当金 222,469 56,729

その他 541,370 626,089

流動負債合計 10,615,969 9,343,662

固定負債

社債 － 21,200

長期借入金 － 89,420

退職給付に係る負債 1,666,213 1,714,807

役員退職慰労引当金 82,500 149,600

その他 67,502 90,310

固定負債合計 1,816,216 2,065,338

負債合計 12,432,185 11,409,001

純資産の部

株主資本

資本金 1,073,200 1,073,200

資本剰余金 951,153 951,153

利益剰余金 10,020,313 10,307,256

自己株式 △13,962 △13,962

株主資本合計 12,030,703 12,317,646

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 23,685 30,069

退職給付に係る調整累計額 △88,729 △76,545

その他の包括利益累計額合計 △65,044 △46,475

純資産合計 11,965,659 12,271,170

負債純資産合計 24,397,845 23,680,172
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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)

売上高 23,625,811 21,601,093

売上原価 19,898,435 18,184,085

売上総利益 3,727,375 3,417,008

販売費及び一般管理費 2,711,089 2,717,207

営業利益 1,016,286 699,800

営業外収益

受取利息及び配当金 15,653 17,446

その他 5,143 8,712

営業外収益合計 20,797 26,159

営業外費用

支払利息 9,117 8,625

営業外費用合計 9,117 8,625

経常利益 1,027,966 717,334

特別利益

固定資産売却益 74,181 5,847

特別利益合計 74,181 5,847

特別損失

固定資産売却損 5,354 143

特別損失合計 5,354 143

税金等調整前四半期純利益 1,096,792 723,038

法人税、住民税及び事業税 313,169 199,535

法人税等調整額 41,623 43,941

法人税等合計 354,792 243,477

四半期純利益 741,999 479,561

親会社株主に帰属する四半期純利益 741,999 479,561
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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 741,999 479,561

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 5,783 6,383

退職給付に係る調整額 1,847 12,184

その他の包括利益合計 7,630 18,568

四半期包括利益 749,630 498,129

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 749,630 498,129

非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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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。

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　第１四半期より連結子会社であった株式会社木村電気工業の重要性が低下したため、連結の範囲から除外して

おります。

　2020年８月31日付で株式会社カワツウの株式を取得したことに伴い、第２四半期連結会計期間より同社を連結

の範囲に含めております。
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