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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第１四半期の連結業績（2020年３月21日～2020年６月20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１四半期 10,637 △7.7 857 △14.5 900 △12.8 596 △13.1

2020年３月期第１四半期 11,520 3.1 1,003 113.5 1,032 100.1 686 129.2
(注) 包括利益 2021年３月期第１四半期 1,448百万円( 258.1％) 2020年３月期第１四半期 404百万円( △6.4％)
　

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１四半期 23.11 －

2020年３月期第１四半期 26.22 －
　　

（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１四半期 40,373 29,034 71.8 1,123.32

2020年３月期 39,889 27,972 70.0 1,082.10
(参考) 自己資本 2021年３月期第１四半期 28,998百万円 2020年３月期 27,934百万円
　

　

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 － 15.00 15.00

2021年３月期 －

2021年３月期(予想) 0.00 － 15.00 15.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

詳細については、本日公表の「業績予想および配当予想の公表に関するお知らせ」をご覧ください。
　

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年３月21日～2021年３月20日）

(％表示は、通期は対前期、四半期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

第２四半期(累計) 20,100 △19.6 960 △50.3 1,100 △46.0 760 △44.8 29.44

通期 46,500 △9.6 2,400 △34.1 2,640 △31.4 1,840 △23.3 71.28
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

連結および個別業績予想の修正については、本日公表の「業績予想および配当予想の公表に関するお知らせ」をご
覧ください。
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※ 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１Ｑ 26,927,652株 2020年３月期 26,927,652株

② 期末自己株式数 2021年３月期１Ｑ 1,112,721株 2020年３月期 1,112,711株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期１Ｑ 25,814,941株 2020年３月期１Ｑ 26,165,022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。業績予想に関する事項については、決算短信（添付資料）の２ページをご覧ください。
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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１四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感染症の拡大防止に向けた外出自粛に

伴う消費の落ち込みや、設備投資に対して企業が慎重な姿勢を示すなど、景気が急速に悪化し、先行き不透明な

状況が続いています。

建設業界においては、新型コロナウイルス感染症が一部の建設工事の進捗に影響を与えたものの、その影響の

範囲は限定的なものにとどまり、事業環境に大幅な悪化は見られませんでした。その一方で、技能労働者不足に

よる生産能力の低下、労務費のコストアップ問題等が長期化してきており、当社グループを取り巻く経営環境の

先行きは依然として楽観できない状況にあります。

このような経営環境のもと、市場に寄り添った業態変革、独自の技術による商品開発、デジタル技術を活用し

た生産システムの合理化を図ってまいりました。この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、受注工事高が

前年同四半期比25.9％減の112億１百万円、完成工事高が前年同四半期比7.7％減の106億３千７百万円、営業利益

が前年同四半期比14.5％減の８億５千７百万円、経常利益が前年同四半期比12.8％減の９億円、親会社株主に帰

属する四半期純利益が前年同四半期比13.1％減の５億９千６百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の総資産残高は、前連結会計年度末比４億８千４百万円（1.2％）増の403億７千

３百万円となりました。資産の部については、主として保有株式等の時価の上昇により投資有価証券が増加した

ことなどによります。

負債の部については、前連結会計年度末比５億７千７百万円（4.8％）減の113億３千９百万円となりました。

これは、主として工事未払金が減少したことなどによります。

純資産の部については、前連結会計年度末比10億６千１百万円（3.8％）増の290億３千４百万円となりまし

た。これは、主としてその他有価証券評価差額金が増加したことなどによります。

（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いては、新型コロナウイルス感染症の拡大による業績への影響を合理的に算

定することが困難であることから、未定としていましたが、本日「業績予想および配当予想の公表に関するお知

らせ」を公表いたしました。

なお、業績予想については、本資料の発表日現在において入手可能な情報や予測等に基づき作成したものであ

り、実際の業績は今後の様々な要因によって予想値と大きく異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20日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月20日)

資産の部

流動資産

現金預金 3,934,844 10,455,622

受取手形・完成工事未収入金 17,617,832 11,404,824

有価証券 252,606 379,487

未成工事支出金等 2,704,131 1,981,442

その他 884,968 568,635

貸倒引当金 △340 △340

流動資産合計 25,394,043 24,789,673

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 2,327,937 2,312,008

その他（純額） 3,208,345 3,437,239

有形固定資産合計 5,536,283 5,749,248

無形固定資産

のれん 72,235 64,209

その他 481,032 479,877

無形固定資産合計 553,268 544,086

投資その他の資産

長期性預金 52,410 53,475

投資有価証券 7,450,137 8,624,074

退職給付に係る資産 298,681 329,729

その他 604,393 283,479

投資その他の資産合計 8,405,622 9,290,758

固定資産合計 14,495,174 15,584,093

資産合計 39,889,218 40,373,766

負債の部

流動負債

工事未払金 6,609,377 4,978,710

1年内返済予定の長期借入金 17,906 18,011

未払法人税等 848,613 98,001

未成工事受入金 1,651,083 2,121,833

賞与引当金 932,013 267,256

工事損失引当金 7,013 620

引当金 61,806 62,530

その他 1,054,245 2,778,032

流動負債合計 11,182,060 10,324,995

固定負債

長期借入金 344,568 340,033

役員退職慰労引当金 235,591 242,429

その他 154,010 431,757

固定負債合計 734,170 1,014,220

負債合計 11,916,231 11,339,216
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月20日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 5,000,000 5,000,000

資本剰余金 4,730,586 4,730,586

利益剰余金 17,924,674 18,133,917

自己株式 △488,862 △488,869

株主資本合計 27,166,398 27,375,634

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 458,536 1,326,842

退職給付に係る調整累計額 309,509 296,009

その他の包括利益累計額合計 768,045 1,622,852

非支配株主持分 38,542 36,063

純資産合計 27,972,986 29,034,550

負債純資産合計 39,889,218 40,373,766
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年３月21日
　至 2019年６月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年３月21日
　至 2020年６月20日)

完成工事高 11,520,192 10,637,256

完成工事原価 10,065,273 9,338,959

完成工事総利益 1,454,918 1,298,296

販売費及び一般管理費 451,633 440,716

営業利益 1,003,284 857,579

営業外収益

受取利息 4,163 5,674

受取配当金 22,307 24,472

受取賃貸料 5,135 12,005

その他 6,940 20,627

営業外収益合計 38,546 62,780

営業外費用

支払利息 4,055 4,372

有価証券償還損 － 7,144

賃貸費用 3,835 7,270

その他 1,810 1,236

営業外費用合計 9,700 20,023

経常利益 1,032,129 900,336

税金等調整前四半期純利益 1,032,129 900,336

法人税、住民税及び事業税 114,241 72,662

法人税等調整額 231,773 233,686

法人税等合計 346,014 306,348

四半期純利益 686,115 593,987

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △29 △2,479

親会社株主に帰属する四半期純利益 686,144 596,467
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年３月21日
　至 2019年６月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年３月21日
　至 2020年６月20日)

四半期純利益 686,115 593,987

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △262,092 868,305

退職給付に係る調整額 △19,497 △13,499

その他の包括利益合計 △281,590 854,806

四半期包括利益 404,524 1,448,793

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 404,554 1,451,273

非支配株主に係る四半期包括利益 △29 △2,479
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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。
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３．補足情報

（１）連結受注実績内訳

　 （単位：千円）

区 分
2020年３月期 2021年３月期

比 較 増 減 増減率
第１四半期 第１四半期

建 築 ・ 土 木 286,460 (1.9%) 283,421 (2.5%) △3,039 △1.1 %

空 調 ・ 衛 生 9,767,218 (64.6) 8,064,663 (72.0) △1,702,555 △17.4

電 気 ・ 通 信 2,128,599 (14.1) 1,295,639 (11.6) △832,960 △39.1

水 処 理 プ ラ ン ト 1,253,921 (8.3) 1,144,721 (10.2) △109,199 △8.7

冷 凍 ・ 冷 蔵 1,677,345 (11.1) 412,829 (3.7) △1,264,515 △75.4

合 計 15,113,545 (100.0) 11,201,274 (100.0) △3,912,270 △25.9

(注)（ ）内のパーセント表示は、構成比率

（２）個別受注実績内訳

　 （単位：千円）

区 分
2020年３月期 2021年３月期

比 較 増 減 増減率
第１四半期 第１四半期

建 築 ・ 土 木 180,583 (1.4%) 192,239 (2.0%) 11,656 6.5 %

空 調 ・ 衛 生 9,323,017 (70.4) 7,577,237 (80.2) △1,745,780 △18.7

電 気 ・ 通 信 820,537 (6.2) 129,500 (1.4) △691,037 △84.2

水 処 理 プ ラ ン ト 1,245,613 (9.4) 1,136,900 (12.0) △108,712 △8.7

冷 凍 ・ 冷 蔵 1,677,345 (12.6) 412,829 (4.4) △1,264,515 △75.4

合 計 13,247,097 (100.0) 9,448,707 (100.0) △3,798,389 △28.7

(注)（ ）内のパーセント表示は、構成比率
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