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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 15,761 △0.7 1,206 △23.5 1,262 △21.7 775 △84.5

2020年３月期第３四半期 15,873 23.3 1,576 279.5 1,612 280.2 4,994 410.5

(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 940百万円 (△81.6％) 2020年３月期第３四半期 5,112百万円 ( 664.6％)

　

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 664.61 ―

2020年３月期第３四半期 4,281.51 ―
　

（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 38,243 20,244 52.1

2020年３月期 38,267 19,551 50.3

(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 19,942百万円 2020年３月期 19,260百万円

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 ― 200.00 200.00

2021年３月期 ― 0.00 ―

2021年３月期(予想) 100.00 100.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

※ 2020年３月期期末配当の内訳 普通配当100円00銭 特別配当100円00銭

　

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 21,000 △3.1 1,150 △42.9 1,050 △47.8 700 △86.8 600.05

(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)

　 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 1,200,000株 2020年３月期 1,200,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 33,469株 2020年３月期 33,433株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 1,166,560株 2020年３月期３Ｑ 1,166,617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当社グループの関連業界におきましては、電力関連では、電力各社は新電力・

ガス会社との競争激化に加え、新型コロナウイルス感染症拡大を受けた経済活動の縮小により販売電力量が減少する

など、厳しい状況で推移しました。

一方、通信関連においては、第５世代通信システムへの対応のため、各通信キャリアでは５Ｇ基地局向けの設備投

資が実施されてはいるものの、本格的な普及には未だ時間がかかるものと思われます。

このような状況のなか、当社グループは、本年が２年目となる中期経営計画に継続して取り組むとともに、リスク

マネジメント委員会による新型コロナウイルス感染症防止対策を実施し、操業を停止することなく努めた結果、売上

高は157億61百万円（前年同四半期比0.7％減）、営業利益は12億６百万円（同23.5％減）、経常利益は12億62百万円

（同21.7％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は７億75百万円（同84.5％減）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

（電力・通信関連事業）

通信関連事業では、鉄塔の塗装工事など延命化工事が計画通りに推移したものの、電力関連製品が全体的に低調に

推移した結果、売上高95億90百万円（前年同四半期比5.7％減）、セグメント利益15億69百万円（同5.9％減）となり

ました。

（建築・道路関連事業）

道路関連事業では、ＥＴＣ設備ならびに情報板支柱等を積極的に受注し業量の確保に努めたものの、大型件名での

手直し工事の発生により大きくセグメント利益を押し下げた結果、売上高31億15百万円（前年同四半期比15.7％

減）、セグメント損失99百万円（前年同四半期はセグメント利益２億47百万円）となりました。

（碍子・樹脂関連事業）

碍子・樹脂関連事業では、碍子の製造販売を営む会津碍子株式会社の損益を当期より連結したことにより、売上高

は30億55百万円（前年同四半期比51.9％増）となったものの、樹脂製品類が低調に推移したことによりセグメント利

益は１億65百万円（同26.9％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

総資産は、前連結会計年度末に比べ23百万円減少し、382億43百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ14億62百万円減少し、179億５百万円となりました。主な要因は現金及び預

金が18億82百万円、売上債権が４億16百万円減少したことによるものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ14億38百万円増加し、203億38百万円となりました。主な要因は建物及び構

築物（純額）が12億79百万円増加したことによるものです。

（負債)

負債は、前連結会計年度末に比べ７億16百万円減少し、179億99百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ15億58百万円減少し、78億59百万円となりました。主な要因は未払法人税等

が20億34百万円減少したことによるものです。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ８億41百万円増加し、101億39百万円となりました。主な要因はリース債務

（「その他」に含まれている）が13億31百万円増加し、社債が３億40百万円、長期借入金が３億58百万円減少したこ

とによるものです。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べ６億92百万円増加し、202億44百万円となりました。主な要因は利益剰余金が

５億45百万円、その他有価証券評価差額金が１億48百万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

現時点での連結業績予想につきましては、2020年５月14日に公表いたしました業績予想から変更はございません。
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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 9,132,652 7,250,102

受取手形及び売掛金 4,137,075 3,867,187

電子記録債権 977,203 830,414

製品 2,131,424 2,173,249

仕掛品 1,915,108 2,128,493

原材料及び貯蔵品 723,696 657,650

その他 352,193 999,187

貸倒引当金 △1,925 △876

流動資産合計 19,367,430 17,905,408

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,616,205 4,895,391

機械及び装置（純額） 2,059,353 1,837,958

土地 7,559,880 7,428,780

その他（純額） 147,262 532,923

有形固定資産合計 13,382,703 14,695,054

無形固定資産 506,178 428,238

投資その他の資産

投資有価証券 1,624,939 1,846,892

投資不動産（純額） 2,620,884 2,731,045

その他 779,267 650,949

貸倒引当金 △13,748 △13,748

投資その他の資産合計 5,011,343 5,215,138

固定資産合計 18,900,225 20,338,432

資産合計 38,267,655 38,243,841
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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 2,663,778 2,813,796

電子記録債務 1,623,972 1,562,129

短期借入金 680,000 670,000

1年内返済予定の長期借入金 760,054 818,334

1年内償還予定の社債 350,000 450,000

未払法人税等 2,038,618 3,969

賞与引当金 327,963 163,896

役員賞与引当金 140,100 ―

その他 833,927 1,377,814

流動負債合計 9,418,414 7,859,940

固定負債

社債 1,445,000 1,105,000

長期借入金 3,317,400 2,958,870

再評価に係る繰延税金負債 1,589,242 1,587,792

役員退職慰労引当金 231,416 168,515

退職給付に係る負債 2,153,694 2,178,354

その他 561,220 2,141,121

固定負債合計 9,297,974 10,139,653

負債合計 18,716,388 17,999,593

純資産の部

株主資本

資本金 600,000 600,000

資本剰余金 50,896 47,219

利益剰余金 14,848,719 15,394,006

自己株式 △78,127 △78,374

株主資本合計 15,421,488 15,962,851

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 420,388 569,122

土地再評価差額金 3,398,124 3,394,834

退職給付に係る調整累計額 20,365 15,378

その他の包括利益累計額合計 3,838,878 3,979,336

非支配株主持分 290,899 302,059

純資産合計 19,551,266 20,244,248

負債純資産合計 38,267,655 38,243,841
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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 15,873,551 15,761,079

売上原価 12,452,648 12,861,642

売上総利益 3,420,902 2,899,436

販売費及び一般管理費 1,844,435 1,692,689

営業利益 1,576,467 1,206,747

営業外収益

受取利息 31 102

受取配当金 59,391 61,150

受取賃貸料 183,544 185,205

その他 14,588 25,136

営業外収益合計 257,555 271,595

営業外費用

支払利息 45,944 57,947

賃貸費用 109,240 92,749

借入手数料 9,717 9,225

その他 56,622 55,564

営業外費用合計 221,525 215,486

経常利益 1,612,497 1,262,856

特別利益

固定資産売却益 5,543,068 ―

特別利益合計 5,543,068 ―

特別損失

減損損失 105,466 ―

投資有価証券評価損 ― 3,939

固定資産売却損 ― 1,395

環境対策費 ― 89,885

特別損失合計 105,466 95,219

税金等調整前四半期純利益 7,050,099 1,167,636

法人税、住民税及び事業税 1,940,247 240,246

法人税等調整額 104,973 137,880

法人税等合計 2,045,221 378,127

四半期純利益 5,004,878 789,509

非支配株主に帰属する四半期純利益 10,000 14,198

親会社株主に帰属する四半期純利益 4,994,877 775,310
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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 5,004,878 789,509

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 112,753 155,740

退職給付に係る調整額 △5,597 △4,986

その他の包括利益合計 107,156 150,753

四半期包括利益 5,112,034 940,262

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 5,109,772 919,058

非支配株主に係る四半期包括利益 2,261 21,204
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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。

　


