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1．2020年12月期第1四半期の連結業績（2020年1月1日～2020年3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12月期第1四半期 9,094 1.8 376 △23.6 378 △23.2 251 △24.9

2019年12月期第1四半期 8,935 － 492 － 493 － 334 －

(注1)包括利益 2020年12月期第1四半期 21 百万円 (△92.9％) 2019年12月期第1四半期 295 百万円 ( －％)

(注2)2019年12月期第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、2019年12月期第1四半期の
　 対前年同四半期増減率については記載しておりません。

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12月期第1四半期 10.41 －

2019年12月期第1四半期 13.86 －

（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 ％

2020年12月期第1四半期 36,480 27,629 75.7

2019年12月期 33,869 28,261 83.4

(参考) 自己資本 2020年12月期第1四半期 27,601 百万円 　2019年12月期 28,231 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12月期 － 27.00 － 27.00 54.00

　2020年12月期 －

　2020年12月期(予想) － － － －

(注1) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
(注2) 2020年12月期（予想）の配当金につきましては、未定とさせていただき、業績予想の算定が可能となった時点

で速やかに開示いたします。

3．2020年12月期の連結業績予想（2020年1月1日～2020年12月31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) － － － － － － － － －

通期 － － － － － － － － －

(注1) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
(注2) 2020年12月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、現時点において

合理的な算定が困難であることから、未定とさせていただき、業績予想の算定が可能となった時点で速やかに
開示いたします。
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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（連結範囲

　 の変更を伴う特定子会社の異動）
： 無

（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12月期1Ｑ 26,600,319株 2019年12月期 26,600,319株

② 期末自己株式数 2020年12月期1Ｑ 2,439,004株 2019年12月期 2,439,035株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年12月期1Ｑ 24,161,289株 2019年12月期1Ｑ 24,162,266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、添付書類P.3「（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1四半期連結累計期間（2020年1月1日～2020年3月31日）における当社グループ（当社及び当社の関係会社）

を取り巻く事業環境は、新型コロナウイルス感染症拡大によるインバウンド需要の減少や個人消費の停滞といった

影響が出ております。さらに、休業や営業時間の短縮を行う商業施設も多く、先行きは不透明な状況が続いており

ます。

　このような状況の下、当社グループは「商空間プロデュース企業」を事業コンセプトに掲げ、中期経営計画「基

盤構築」に基づき、社内体制整備に注力するとともに、事業基盤と経営基盤の強化に取り組んでまいりました。

この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は90億94百万円（前年同四半期比1.8％増）、営業利益は3億76百万

円（前年同四半期比23.6％減）、経常利益は3億78百万円（前年同四半期比23.2％減）、親会社株主に帰属する四半

期純利益は2億51百万円（前年同四半期比24.9％減）となりました。

なお、当社グループはディスプレイ事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載に代えて、市場分

野別に記載しております。

市場分野別の売上高は次のとおりであります。

区分

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

当第1四半期連結累計期間
(自 2020年 1月 1日
　至 2020年 3月31日)

増減

売上高
(百万円)

構成比
(％)

売上高
(百万円)

構成比
(％)

売上高
(百万円)

増減率
(％)

複合商業施設

　・総合スーパー
1,543 17.3 1,630 17.9 87 5.6

食品スーパー

　・コンビニエンスストア
845 9.5 1,035 11.4 190 22.5

各種専門店 4,504 50.4 3,646 40.1 △858 △19.1

飲食店 1,046 11.7 1,114 12.3 67 6.5

サービス等 995 11.1 1,667 18.3 671 67.5

合計 8,935 100.0 9,094 100.0 158 1.8

　当第1四半期連結累計期間における市場分野別の主な状況は、食品スーパー・コンビニエンスストア分野では、商

業施設内のキーテナントである大型食品スーパーの受注により、売上高は増加いたしました。各種専門店分野では、

アパレル市場縮小による出店数の減少及び前年大型案件があった家電量販店の出店が落ち着き、売上高は減少いた

しました。サービス等分野では、前年に落ち着きを見せていたホテル関連施設が、都市再開発による好影響をもた

らし、大型施設の受注獲得により、売上高は増加いたしました。
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（2）財政状態に関する説明

資産、負債、純資産の状況

（資産）

当第1四半期連結会計期間末における資産は、364億80百万円（前連結会計年度末比26億11百万円増）となりまし

た。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ26億46百万円増加し、246億86百万円となりました。主な要因は、法人税等の

確定申告納付及び配当金の支払により現金及び預金が15億54百万円減少したものの、未成工事支出金が44億42百万円

増加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35百万円減少し、117億94百万円となりました。主な要因は、有形固定資産が

17百万円、無形固定資産が80百万円増加したものの、投資その他の資産が1億33百万円減少したことによるものです。

（負債）

当第1四半期連結会計期間末における負債は、88億51百万円（前連結会計年度末比32億42百万円増）となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ32億38百万円増加し、78億76百万円となりました。主な要因は、工事未払金

が27億78百万円増加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3百万円増加し、9億74百万円となりました。主な要因は、退職給付に係る負

債が4百万円増加したことによるものです。

（純資産）

当第1四半期連結会計期間末における純資産は、276億29百万円（前連結会計年度末比6億31百万円減）となりまし

た。主な要因は、利益剰余金が4億円、その他有価証券評価差額金が2億26百万円減少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

　2020年12月期の連結業績予想につきましては、2020年2月7日に公表いたしました業績予想から2020年5月1日公表

の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおり修正を行っています。

　新型コロナウイルス感染症の拡大に終息の目途がつかず、現時点において合理的な算定が困難であることから、

一旦取り下げ未定とさせていただき、業績予想の算定が可能となった時点で速やかに開示いたします。
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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12月31日)

当第1四半期連結会計期間
(2020年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,679,968 9,125,718

受取手形 1,346,627 926,354

完成工事未収入金 6,703,474 6,693,945

未成工事支出金 3,096,668 7,539,206

材料及び貯蔵品 17,626 18,435

その他 206,918 389,331

貸倒引当金 △11,647 △6,410

流動資産合計 22,039,636 24,686,581

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,737,896 2,706,798

土地 6,107,911 6,107,911

その他（純額） 308,627 356,918

有形固定資産合計 9,154,436 9,171,628

無形固定資産

のれん 32,760 30,240

その他 856,158 939,234

無形固定資産合計 888,919 969,474

投資その他の資産

その他 1,855,266 1,721,862

貸倒引当金 △68,320 △68,563

投資その他の資産合計 1,786,945 1,653,298

固定資産合計 11,830,301 11,794,402

資産合計 33,869,937 36,480,983

負債の部

流動負債

工事未払金 2,168,093 4,946,159

未払法人税等 279,924 246,709

賞与引当金 91,782 378,862

完成工事補償引当金 30,306 29,504

受注損失引当金 38,920 43,220

その他 2,029,066 2,232,335

流動負債合計 4,638,093 7,876,792

固定負債

退職給付に係る負債 648,332 653,027

長期未払金 317,677 317,677

その他 4,743 3,565

固定負債合計 970,753 974,270

負債合計 5,608,846 8,851,062
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当第1四半期連結会計期間
(2020年3月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,395,537 3,395,537

資本剰余金 3,567,127 3,567,201

利益剰余金 22,581,528 22,180,773

自己株式 △1,736,248 △1,736,282

株主資本合計 27,807,944 27,407,229

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 427,273 201,267

為替換算調整勘定 △13,349 △14,380

退職給付に係る調整累計額 9,703 7,277

その他の包括利益累計額合計 423,626 194,164

非支配株主持分 29,520 28,526

純資産合計 28,261,091 27,629,920

負債純資産合計 33,869,937 36,480,983
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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1月 1日
　至 2019年3月31日)

当第1四半期連結累計期間
(自 2020年1月 1日
　至 2020年3月31日)

売上高

完成工事高 8,935,850 9,094,309

売上原価

完成工事原価 7,749,192 8,064,432

売上総利益 1,186,658 1,029,877

販売費及び一般管理費 693,772 653,388

営業利益 492,885 376,488

営業外収益

受取利息 1,454 1,017

受取配当金 252 782

受取地代家賃 1,208 1,215

その他 1,040 3,464

営業外収益合計 3,955 6,479

営業外費用

支払利息 998 1,052

売上割引 1,359 728

支払手数料 1,199 745

その他 243 1,803

営業外費用合計 3,801 4,329

経常利益 493,039 378,638

税金等調整前四半期純利益 493,039 378,638

法人税、住民税及び事業税 225,619 215,870

法人税等調整額 △69,005 △87,837

法人税等合計 156,614 128,032

四半期純利益 336,425 250,606

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

1,497 △993

親会社株主に帰属する四半期純利益 334,927 251,599
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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1月 1日
　至 2019年3月31日)

当第1四半期連結累計期間
(自 2020年1月 1日
　至 2020年3月31日)

四半期純利益 336,425 250,606

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △63,235 △226,005

為替換算調整勘定 △1,214 △1,030

退職給付に係る調整額 23,913 △2,425

その他の包括利益合計 △40,535 △229,461

四半期包括利益 295,889 21,144

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 294,392 22,138

非支配株主に係る四半期包括利益 1,497 △993
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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。

（セグメント情報等）

　 当社グループは、ディスプレイ事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

決算短信（宝印刷） 2020年05月01日 17時08分 10ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）


