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1. 2020年3月期第3四半期の連結業績（2019年4月1日～2019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 ％

2020年3月期第3四半期 9,927 △4.5 53 ― 89 ― △72 ―

2019年3月期第3四半期 10,400 △2.7 △97 ― △75 ― △185 ―

（注）包括利益 2020年3月期第3四半期　　△193百万円 （―％） 2019年3月期第3四半期　　△312百万円 （―％）

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

2020年3月期第3四半期 △21.12 ―

2019年3月期第3四半期 △53.47 ―

(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

2020年3月期第3四半期 35,625 14,924 40.7 4,218.49

2019年3月期 34,605 15,391 43.1 4,287.21

（参考）自己資本 2020年3月期第3四半期 14,510百万円 2019年3月期 14,902百万円

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

2019年3月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00

2020年3月期 ― 10.00 ―

2020年3月期（予想） 50.00 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. 2020年 3月期の連結業績予想（2019年 4月 1日～2020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 15,100 2.9 570 94.5 580 78.5 320 93.0 92.10

（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） 2020年3月期3Q 3,494,322 株 2019年3月期 3,494,322 株

② 期末自己株式数 2020年3月期3Q 54,551 株 2019年3月期 18,283 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年3月期3Q 3,446,780 株 2019年3月期3Q 3,476,228 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

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、実際の業績は様々な要因によ
り大きく異なる可能性があります。なお、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頁「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、 雇用・所得環境の改善傾向は継続し、景気としては緩やか

な回復基調となりました。しかしながら、海外においては米中の貿易摩擦による世界景気の減速がわが国の景気に

も影響を与え、先行きが不透明な状況となっています。

仮設建物リース業界におきましては、設備投資の下支えもあり堅調に推移しております。しかしながら、建設

業界全体における労働者不足が依然として続き、予断を許さない状況にあります。

このような状況のなか当社グループは、より一層のお得意先様満足を獲得すべく、仮設建物の質・量の向上に努め

るとともに、従来、外注業者にて施工していた基礎工事やエアコン工事のリース商品化を推し進め、原価の低減と

工期の短縮の推進を図っています。

以上の結果、受注活動は順調に推移しておりますが、当連結会計年度の第４四半期連結累計期間から次連結会計

年度を完成予定とする契約が多く、当第３四半期連結累計期間の売上高は9,927百万円で前年同四半期比4.5%減と

なりました。一方、損益面につきましては、現在推進している基礎工事やエアコン工事のリース商品化などに伴う

原価低減により、営業利益は53百万円（前年同四半期は営業損失97百万円）、経常利益は89百万円（前年同四半期

は経常損失75百万円）、特別損失に台風罹災によるリース用資産除却損26百万円を含む固定資産除却損47百万円、

そして法人税等115百万円を計上した結果、親会社株主に帰属する四半期純損失は72百万円（前年同四半期は親会

社株主に帰属する四半期純損失185百万円）となりました。

なお、セグメントごとの経営成績は、日本が売上高9,831百万円（前年同四半期比4.3％減）、中国が344百万円

（前年同四半期比9.4％増、セグメント間取引消去後99百万円（前年同四半期比21.2％減））となりました。また、

営業損益は日本が96百万円の営業利益（前年同四半期は64百万円の営業損失）、中国が12百万円の営業損失（前年

同四半期は22百万円の営業損失、セグメント間取引消去後は43百万円の営業損失（前年同四半期は33百万円の営業

損失））となりました。

（２）財政状態に関する説明

資産の部

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末より1,020百万円増加し、35,625百万円となりま

した。理由の主なものは現金及び預金の増加1,578百万円であります。

負債の部

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末より1,488百万円増加し、20,701百万円となりま

した。理由の主なものは長期借入金の増加1,611百万円であります。

純資産の部

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は前連結会計年度末より467百万円減少し、14,924百万円となりま

した。理由の主なものは配当金の支払138百万円及び為替換算調整勘定の減少117百万円によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

現段階におきましては、2019年4月26日に発表しました業績予想に変更はありません。

なお、業績予想につきましては現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績はさまざま

なリスク要因や不確実な要素により、現時点での予想と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
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,538,389 3,116,812

受取手形及び売掛金 12,941,859 12,145,181

電子記録債権 544,155 578,773

商品及び製品 134,487 158,482

仕掛品 70,357 152,784

原材料及び貯蔵品 289,278 291,682

短期貸付金 920,910 130

その他 388,670 480,330

貸倒引当金 △53,657 △50,108

流動資産合計 16,774,450 16,874,070

固定資産

有形固定資産

リース用資産（純額） 9,032,679 9,631,192

建物及び構築物（純額） 2,234,829 2,104,900

土地 5,249,535 5,249,535

リース資産（純額） 135,218 351,630

建設仮勘定 137,189 366,069

その他（純額） 371,609 328,568

有形固定資産合計 17,161,061 18,031,896

無形固定資産 202,974 188,572

投資その他の資産

投資有価証券 145,018 156,588

繰延税金資産 46,920 12,520

退職給付に係る資産 105,290 196,965

その他 169,284 165,018

投資その他の資産合計 466,513 531,092

固定資産合計 17,830,550 18,751,561

資産合計 34,605,000 35,625,632
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,812,748 1,624,898

電子記録債務 1,612,518 1,699,144

短期借入金 4,999,993 4,749,660

リース債務 44,484 89,689

未払法人税等 36,748 58,402

前受リース収益 4,179,112 4,251,367

賞与引当金 207,968 129,594

役員賞与引当金 20,120 12,310

設備関係支払手形 37,037 13,750

その他 1,109,275 1,311,421

流動負債合計 14,060,007 13,940,237

固定負債

長期借入金 4,533,079 6,144,586

リース債務 90,734 261,941

繰延税金負債 50,200 53,643

役員退職慰労引当金 108,200 35,100

その他 371,018 265,755

固定負債合計 5,153,231 6,761,025

負債合計 19,213,238 20,701,263

純資産の部

株主資本

資本金 8,032,668 8,032,668

資本剰余金 5,664,939 5,667,537

利益剰余金 1,062,405 850,933

自己株式 △34,047 △94,945

株主資本合計 14,725,966 14,456,194

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 32,686 40,212

為替換算調整勘定 101,321 △16,450

退職給付に係る調整累計額 42,535 30,688

その他の包括利益累計額合計 176,543 54,450

非支配株主持分 489,251 413,723

純資産合計 15,391,762 14,924,368

負債純資産合計 34,605,000 35,625,632
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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 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

売上高 10,400,010 9,927,497

売上原価 8,874,835 8,253,056

売上総利益 1,525,174 1,674,441

販売費及び一般管理費 1,622,993 1,620,928

営業利益又は営業損失（△） △97,819 53,512

営業外収益

受取利息 32,951 37,818

為替差益 7,239 6,547

スクラップ売却益 23,962 7,349

受取保険金 169 16,629

その他 22,035 30,828

営業外収益合計 86,357 99,174

営業外費用

支払利息 34,012 33,860

支払手数料 27,861 28,125

その他 1,978 790

営業外費用合計 63,851 62,776

経常利益又は経常損失（△） △75,313 89,910

特別利益

固定資産売却益 - 55

補助金収入 10,000 -

特別利益合計 10,000 55

特別損失

固定資産除却損 6,906 47,532

固定資産売却損 135 -

固定資産圧縮損 10,000 -

特別損失合計 17,042 47,532

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（△）

△82,356 42,433

法人税、住民税及び事業税 54,917 65,247

法人税等調整額 40,536 38,250

法人税等合計 95,453 103,497

四半期純損失（△） △177,809 △61,064

非支配株主に帰属する四半期純利益 8,056 11,727

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △185,866 △72,792
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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 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

四半期純損失（△） △177,809 △61,064

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △20,297 7,517

為替換算調整勘定 △99,976 △128,023

退職給付に係る調整額 △14,892 △11,846

その他の包括利益合計 △135,166 △132,352

四半期包括利益 △312,976 △193,417

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △309,926 △194,885

非支配株主に係る四半期包括利益 △3,049 1,467
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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）

当第３四半期連結会計期間(自 2019年10月１日 至 2019年12月31日)

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３四半期連結会計期間(自 2019年10月１日 至 2019年12月31日)

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

報告セグメント
調整額
（千円）

四半期連結損益
計算書計上額
（千円）日 本

（千円）
中 国
（千円）

計
（千円）

売上高

外部顧客への売上高 10,274,017 125,992 10,400,010 ― 10,400,010

セグメント間の内部売上高
又は振替高

37 189,340 189,378 △189,378 ―

計 10,274,054 315,333 10,589,388 △189,378 10,400,010

セグメント損失(△) △64,522 △22,241 △86,764 △11,055 △97,819

(注) １ 調整額はセグメント間取引消去であります。

２ セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

報告セグメント
調整額
（千円）

四半期連結損益
計算書計上額
（千円）日 本

（千円）
中 国
（千円）

計
（千円）

売上高

外部顧客への売上高 9,828,159 99,337 9,927,497 ― 9,927,497

セグメント間の内部売上高
又は振替高

3,094 245,621 248,716 △248,716 ―

計 9,831,254 344,959 10,176,214 △248,716 9,927,497

セグメント利益又は損失(△) 96,898 △12,250 84,647 △31,134 53,512

(注) １ 調整額はセグメント間取引消去であります。

２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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