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1. 令和2年3月期第2四半期の業績（平成31年4月1日～令和元年9月30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 ％

2年3月期第2四半期 8,238 2.8 1,772 7.3 1,783 6.7 1,201 7.1

31年3月期第2四半期 8,015 2.5 1,652 6.5 1,672 5.9 1,121 6.6

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

2年3月期第2四半期 97.32 ―

31年3月期第2四半期 90.85 ―

(2) 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

2年3月期第2四半期 16,783 13,409 79.9 1,086.49

31年3月期 16,077 12,541 78.0 1,016.16

（参考）自己資本 2年3月期第2四半期 13,409百万円 31年3月期 12,541百万円

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

31年3月期 ― 27.00 ― 27.00 54.00

2年3月期 ― 30.00

2年3月期（予想） ― 30.00 60.00

（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. 令和 2年 3月期の業績予想（平成31年 4月 1日～令和 2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 15,430 6.4 2,615 14.4 2,628 13.6 1,752 15.6 141.96

（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） 2年3月期2Q 12,341,900 株 31年3月期 12,341,900 株

② 期末自己株式数 2年3月期2Q 295 株 31年3月期 247 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2年3月期2Q 12,341,626 株 31年3月期2Q 12,341,713 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

・この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、当社が現時点で入手している情報及び合理的と判断する一定の前提に基づいており、当社
としてその実現性を約束する趣旨のものではありません。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。
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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２四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景に緩やかな回復基調で推移する一方で、企

業の人手不足感が高い水準にありました。また、個人消費は持ち直しの動きが見られたものの、力強さに欠ける状

況が続きました。

　当社市場におきましては、既存住宅の流通、リフォーム市場の拡大に向けた住宅政策は一層推進され、既存住宅

の長寿命化に対する認知度は高まりつつありますが、消費者の節約志向は依然として根強く、当社サービスの需要

拡大を抑制する要因となっております。

　このような状況下において、当社は４月に組織体制を管理、営業、コンプライアンスの三本部制に移行し、各部

門の機能強化と意思決定の迅速化を図りました。この新体制のもと、採用・教育体制の強化、生産性の向上、営業

エリアの拡大を推進するとともに、コンプライアンスを強化してお客様満足度の向上に努めました。なお、営業エ

リアの拡大につきましては、新規エリアとなる兵庫県に阪神営業所を開設いたしました。

　販促活動としては、「シロアリバスターズ®」をメインとしたＣＭ、新聞折込、ＷＥＢ広告を実施するとともに、

サッカーチームとのスポンサーシップ契約を活用した広告・販促と、８頭に増えた探知犬の活用により、当社の認

知度向上を図り、白蟻防除や地震対策の必要性を社会に訴求してまいりました。

以上の取り組みにより、売上高は前年同期比223百万円増加（2.8％増）の8,238百万円となりました。

売上原価は、前年同期比48百万円増加（2.2％増）しました。その結果、売上総利益は同175百万円増加（3.0％

増）の6,012百万円となり、売上総利益率は同0.1ポイント上昇して73.0％となりました。

販売費及び一般管理費は、主に広告宣伝費の増加により、前年同期比54百万円増加（1.3％増）しました。

この結果、営業利益は前年同期比120百万円増加（7.3％増）の1,772百万円、営業利益率は同0.9ポイント上昇し

て21.5％となりました。経常利益は同111百万円増加（6.7％増）の1,783百万円、四半期純利益は同79百万円増加

（7.1％増）の1,201百万円となりました。

(経営成績に関する特記事項)

　当社の業績（特に利益）は、第２四半期累計期間に偏重する傾向があります。これは、例年５月をピークとして

４月から７月頃まで、白蟻の活動が活発化し、白蟻防除関連の売上高が増加するためであります。この季節的変動

により、四半期会計期間末ごとの財務内容、経営指標にも変動が生じます。

（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期会計期間末における資産は、前期末比706百万円増加の16,783百万円となりました。主な要因は、

現金及び預金の増加530百万円、売掛金の増加179百万円であります。

負債は、前期末比161百万円減少の3,374百万円となりました。主な要因は、役員退職慰労引当金の減少132百万

円であります。

純資産は、前期末比867百万円増加の13,409百万円となりました。主な要因は、利益剰余金の増加であります。

この結果、自己資本比率は79.9％となりました。

② キャッシュ・フローの状況

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前期末比530百万円増加の8,796百万円となりました。

営業活動により増加した資金は849百万円となりました。主な増加要因は、税引前四半期純利益1,783百万円、主

な減少要因は、法人税等の支払額406百万円、売上債権の増加額176百万円であります。なお、前年同期の増加した

資金は1,270百万円でした。

投資活動により減少した資金は18百万円となりました。なお、前年同期の減少した資金は７百万円でした。

財務活動により減少した資金は300百万円となりました。主な減少要因は、配当金の支払額333百万円でありま

す。なお、前年同期の減少した資金は374百万円でした。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想などにつきましては、令和元年５月８日公表の予想数値から変更はありません。
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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
(平成31年３月31日)

当第２四半期会計期間
(令和元年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,265,788 8,796,725

売掛金 1,879,102 2,058,283

製品 69,327 63,651

原材料及び貯蔵品 154,948 180,914

その他 138,133 176,602

貸倒引当金 △1,128 △1,234

流動資産合計 10,506,171 11,274,941

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,517,549 1,490,636

土地 2,952,605 2,952,605

その他（純額） 119,820 130,530

有形固定資産合計 4,589,975 4,573,772

無形固定資産 23,437 21,095

投資その他の資産

その他 1,007,486 943,088

貸倒引当金 △49,907 △29,250

投資その他の資産合計 957,578 913,837

固定資産合計 5,570,992 5,508,705

資産合計 16,077,163 16,783,647
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(単位：千円)

前事業年度
(平成31年３月31日)

当第２四半期会計期間
(令和元年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 288,297 285,087

短期借入金 70,000 70,000

1年内返済予定の長期借入金 254,877 255,144

未払法人税等 456,460 567,574

賞与引当金 279,210 271,878

その他の引当金 － 22,800

その他 1,143,675 953,172

流動負債合計 2,492,520 2,425,656

固定負債

長期借入金 398,653 435,331

役員退職慰労引当金 544,672 411,796

資産除去債務 88,425 89,333

その他 11,814 12,464

固定負債合計 1,043,565 948,925

負債合計 3,536,086 3,374,581

純資産の部

株主資本

資本金 1,156,410 1,156,410

資本剰余金 856,410 856,410

利益剰余金 10,527,998 11,395,827

自己株式 △477 △584

株主資本合計 12,540,340 13,408,062

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 736 1,003

評価・換算差額等合計 736 1,003

純資産合計 12,541,077 13,409,065

負債純資産合計 16,077,163 16,783,647
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成31年４月１日
　至 令和元年９月30日)

売上高 8,015,484 8,238,973

売上原価 2,178,364 2,226,818

売上総利益 5,837,120 6,012,155

販売費及び一般管理費 4,184,681 4,239,317

営業利益 1,652,439 1,772,837

営業外収益

受取利息 251 740

受取保険金及び配当金 28,256 19,531

その他 3,914 4,196

営業外収益合計 32,422 24,468

営業外費用

支払利息 3,199 3,025

リース解約損 1,346 5,710

支払手数料 4,495 4,504

その他 3,720 613

営業外費用合計 12,761 13,854

経常利益 1,672,100 1,783,451

税引前四半期純利益 1,672,100 1,783,451

法人税、住民税及び事業税 544,883 511,485

法人税等調整額 5,999 70,912

法人税等合計 550,882 582,397

四半期純利益 1,121,217 1,201,053
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成31年４月１日
至 令和元年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 1,672,100 1,783,451

減価償却費 64,398 55,262

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,276 △751

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,013 △7,332

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,577 △132,876

受取利息及び受取配当金 △251 △740

支払利息 3,199 3,025

リース解約損 1,346 5,710

売上債権の増減額（△は増加） △98,738 △176,577

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,870 △20,289

仕入債務の増減額（△は減少） 17,081 △3,210

その他 38,896 △244,253

小計 1,700,744 1,261,417

利息及び配当金の受取額 251 831

利息の支払額 △3,141 △3,078

法人税等の支払額 △427,593 △406,563

リース解約損の支払額 △1,346 △5,514

その他 1,262 2,284

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,270,177 849,376

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △5,462 △15,253

その他 △1,725 △2,987

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,188 △18,241

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 90,000 180,000

長期借入金の返済による支出 △149,724 △143,055

配当金の支払額 △308,810 △333,523

その他 △5,769 △3,619

財務活動によるキャッシュ・フロー △374,304 △300,198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 888,684 530,937

現金及び現金同等物の期首残高 7,450,357 8,265,788

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,339,041 8,796,725
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（４）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。
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