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(百万円未満切捨て)

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 19,096 △12.9 244 ― 495 ― 406 ―

2020年３月期第３四半期 21,928 △2.5 △353 ― △118 ― △128 ―
(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 527百万円( ―％) 2020年３月期第３四半期 △87百万円( ―％)
　

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 17.44 ―

2020年３月期第３四半期 △7.44 ―
　

　

（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 33,423 13,408 40.1

2020年３月期 30,776 12,881 41.8
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 13,395百万円 2020年３月期 12,872百万円
　

　

　

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 ― 0.00 0.00

2021年３月期 ― 0.00 ―

2021年３月期(予想) 0.00 0.00
(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 25,000 △13.5 30 ― 270 ― 200 ― 8.58
(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)
　

　

（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 23,737,165株 2020年３月期 23,737,165株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 418,768株 2020年３月期 418,768株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 23,318,397株 2020年３月期３Ｑ 17,251,232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
(将来に関する記述等についてのご注意)
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
積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当た
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な情報 (３) 連結業績予想
などの将来予測に関する説明」をご覧ください。
(主要な関係会社の異動）
第２四半期連結会計期間において、連結子会社でありました東京総合資材株式会社の株式を売却したため、連

結の範囲から除外しております。
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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の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響で急速に悪化した後、第

一回目の緊急事態宣言の解除を受けて持ち直しの動きが見られております。しかしながら外食など対面型サービス

消費は低水準にとどまり、感染状況の収束時期が見通せず、依然として先行きの不透明感が拭えない状況が続いて

おります。

住宅市場におきましては、一昨年秋の消費税増税後に直面した新型コロナウイルス感染症の影響を受け、新設住

宅着工戸数はこの12月まで18ヶ月連続で前年同月水準を下回り、2020年度第3四半期連結累計期間における新設住

宅着工戸数は621千戸(前年同四半期比9.9%減)と大幅に減少しました。

石膏ボード業界におきましては、低調な住宅市場の動向と同様に2020年度第3四半期連結累計期間における製品

出荷量は336百万㎡(前年同四半期比11.1%減)と減少しております。

当社グループにおきましては、2020年１月のクナウフ・グループとの資本業務提携強化を踏まえ、今年度は『競

争力の回復』をキーワードに掲げ、安定した収益を確保できる企業基盤の再構築に向け徹底的に取り組んでおりま

す。特にこれまで経験したことがない新型コロナウイルス感染症の影響をはじめ、人口減少に起因する住宅市場の

縮小という厳しい環境に将来直面しようとも、安定して事業を継続し社会貢献を果たせるよう企業体質の改革を進

めているところであります。

この結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高は190億96百万円（前年同四半期

比12.9％減）、営業利益は２億44百万円（前年同四半期は営業損失３億53百万円）、経常利益は４億95百万円（前

年同四半期は経常損失１億18百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益は４億６百万円（前年同四半期は親会

社株主に帰属する四半期純損失１億28百万円）となりました。

当社グループは単一セグメントであるため、セグメントの業績は記載を省略しております。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

資産合計は、334億23百万円（前連結会計年度末比26億47百万円増）となりました。

流動資産の増加（前連結会計年度末比27億49百万円増）は、現金及び預金の増加（前連結会計年度末比11億80百

万円増）、電子記録債権の増加（前連結会計年度末比13億31百万円増）が主な要因であります。

固定資産の減少（前連結会計年度末比96百万円減）は、当期償却実施等による建物及び構築物の減少(前連結会

計年度末比１億25百万円減)、機械装置及び運搬具の減少(前連結会計年度末比１億21百万円減)、時価の上昇等に

よる投資有価証券の増加(前連結会計年度末比１億８百万円増)が主な要因であります。

（負債）

負債合計は、200億14百万円（前連結会計年度末比21億20百万円増）となりました。

流動負債の増加（前連結会計年度末比11億27百万円増）は、短期借入金の増加（前連結会計年度末比10億51百万

円増）が主な要因であります。

固定負債の増加（前連結会計年度末比９億92百万円増）は、長期借入金の増加（前連結会計年度末比11億33百万

円増）、社債の減少（前連結会計年度末比２億22百万円減）が主な要因であります。

（純資産）

純資産合計は、134億８百万円（前連結会計年度末比５億27百万円増）となりました。

これは、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等に伴う利益剰余金の増加（前連結会計年度末比４億６百万

円増）が主な要因であります。

（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月期の連結業績予想につきましては、2020年11月10日に公表いたしました連結業績予想を変更しており

ません。

なお、本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表日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、実際の業績等はさまざまな要因によって予想数値と異な

る結果となる可能性があります。
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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 1,582,556 2,763,106

受取手形及び売掛金 4,106,854 4,531,479

電子記録債権 623,342 1,954,488

商品及び製品 1,422,010 1,336,941

仕掛品 109,467 74,975

原材料及び貯蔵品 1,567,619 1,518,570

その他 317,896 265,471

貸倒引当金 △115,831 △81,487

流動資産合計 9,613,916 12,363,545

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,598,664 4,473,001

機械装置及び運搬具（純額） 2,135,228 2,014,224

土地 11,265,606 11,219,774

その他（純額） 625,721 637,947

有形固定資産合計 18,625,220 18,344,948

無形固定資産 177,529 232,499

投資その他の資産

投資有価証券 1,081,422 1,189,478

その他 1,303,706 1,298,806

貸倒引当金 △51,939 △26,296

投資その他の資産合計 2,333,188 2,461,988

固定資産合計 21,135,938 21,039,435

繰延資産 26,194 20,602

資産合計 30,776,049 33,423,583
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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 3,639,022 3,503,516

短期借入金 2,279,391 3,330,697

未払法人税等 108,525 75,897

賞与引当金 278,157 126,791

その他 2,259,696 2,655,265

流動負債合計 8,564,793 9,692,169

固定負債

社債 1,886,000 1,663,200

長期借入金 4,616,302 5,749,425

役員退職慰労引当金 201,104 190,141

関係会社損失引当金 2,000 ―

退職給付に係る負債 1,321,784 1,328,600

資産除去債務 135,450 135,450

その他 1,167,211 1,256,012

固定負債合計 9,329,853 10,322,829

負債合計 17,894,646 20,014,998

純資産の部

株主資本

資本金 5,960,988 5,960,988

資本剰余金 6,751,539 6,751,539

利益剰余金 492,645 899,225

自己株式 △196,284 △196,284

株主資本合計 13,008,889 13,415,469

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 124,262 213,504

退職給付に係る調整累計額 △261,104 △233,027

その他の包括利益累計額合計 △136,841 △19,522

非支配株主持分 9,355 12,637

純資産合計 12,881,402 13,408,585

負債純資産合計 30,776,049 33,423,583
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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 21,928,566 19,096,168

売上原価 13,889,287 11,415,273

売上総利益 8,039,278 7,680,895

販売費及び一般管理費 8,392,303 7,436,864

営業利益又は営業損失（△） △353,024 244,031

営業外収益

受取利息 2,356 2,019

受取配当金 34,625 31,849

受取賃貸料 118,871 111,241

雇用調整助成金 ― 129,453

持分法による投資利益 35,242 49,559

その他 207,751 106,015

営業外収益合計 398,847 430,137

営業外費用

支払利息 68,804 58,872

賃貸費用 40,681 42,288

その他 54,796 77,501

営業外費用合計 164,283 178,662

経常利益又は経常損失（△） △118,460 495,506

特別利益

固定資産売却益 2,284 3,628

投資有価証券売却益 24,063 ―

関係会社株式売却益 ― 1,782

子会社株式売却益 17,399 47,740

特別利益合計 43,747 53,151

特別損失

固定資産売却損 700 1,900

固定資産除却損 824 6,666

投資有価証券評価損 800 54,942

特別損失合計 2,324 63,508

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（△）

△77,038 485,149

法人税等 47,453 75,286

四半期純利益又は四半期純損失（△） △124,491 409,863

非支配株主に帰属する四半期純利益 3,884 3,282

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（△）

△128,376 406,580
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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（△） △124,491 409,863

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 10,743 89,241

退職給付に係る調整額 26,461 28,077

その他の包括利益合計 37,205 117,319

四半期包括利益 △87,286 527,182

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △91,171 523,899

非支配株主に係る四半期包括利益 3,884 3,282
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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）

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）

該当事項はありません。

（追加情報）

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮

定について重要な変更はありません。

（セグメント情報等）

当社グループの事業は、石膏ボードを中心とする建築資材の製造、販売を主に、これらに付帯する一切の事業

を行っている単一事業であります。

したがいまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。

　


