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1. 2021年3月期第1四半期の業績（2020年4月1日～2020年6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 ％

2021年3月期第1四半期 6,484 ― 166 ― 166 ― 107 ―

2020年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 12.23 ―

2020年3月期第1四半期 ― ―

(注)2020年３月期第１四半期は連結業績を開示しておりましたが、当第１四半期より非連結での業績を開示しております。
     そのため、2020年３月期第１四半期の経営成績（累計）及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。

(2) 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1四半期 22,303 12,020 53.9

2020年3月期 24,232 12,064 49.8

（参考）自己資本 2021年3月期第1四半期 12,020百万円 2020年3月期 12,064百万円

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 ― 10.00 ― 18.00 28.00

2021年3月期 ―

2021年3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
　　　２．配当予想につきましては、未定とさせていただきます。

3. 2021年 3月期の業績予想（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 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 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

（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

　　　２．2021年３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による影響を現段階において合理的に算定することが困難
　　　　　なため未定とし、記載しておりません。業績予想の開示が可能となった段階で、速やかに公表いたします。



※ 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） 2021年3月期1Q 8,832,000 株 2020年3月期 8,832,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期1Q 24,143 株 2020年3月期 24,143 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期1Q 8,807,857 株 2020年3月期1Q 8,807,857 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、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）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拡大防止のため、外出自粛や休業の

広がりなどを通じて市場機能の多くが制約され、人・物・お金の流れが停滞し、国内経済は極めて厳しい状況と

なりました。緊急事態宣言の解除後も依然として先行き不透明な状況は続いております。

当社の属する建設関連業界におきましては、見積りなど先々の案件の情報は出てきましたが、行使される時期

の見極めは立たず、公共投資・民間投資共に厳しい事業環境となっております。

　このような状況のもと、当社は、従業員及び関係者の健康と安全守ることを最優先として、手洗い・うがい・

マスク着用など基本的な新型コロナウイルス感染症の予防対策を社員一人一人が徹底し実行してまいりました。

自粛解除後は頻度や滞在時間など得意先意向に沿った訪問活動としながらも物件情報を全て受注する気概で行動

してまいりました。

　この結果、売上高は6,484,697千円となりました。利益面におきましては、営業利益166,710千円、経常利益

166,022千円、四半期純利益107,694千円となりました。

　なお、2020年３月期第１四半期は連結業績を開示しておりましたが、当第１四半期より連結子会社であった株

式会社木村電気工業の重要性が低下したため、当第１四半期より非連結での業績を開示しております。そのため、

前年同四半期累計期間との比較分析は行っておりません。

（２）財政状態に関する説明

　当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ1,929,642千円減少し、22,303,208千円となりまし

た。

　流動資産は、受取手形及び売掛金の減少等により、前事業年度末に比べ1,950,353千円減少し、11,130,172千円

となりました。

　固定資産は、投資その他の資産のその他の増加等により、前事業年度末に比べ20,711千円増加し、11,173,036

千円となりました。

　流動負債は、支払手形及び買掛金、短期借入金の減少等により、前事業年度末に比べ1,920,225千円減少し、

8,561,319千円となりました。

　固定負債は、退職給付引当金の増加等により、前事業年度末に比べ34,269千円増加し、1,721,223千円となりま

した。

　純資産は、四半期純利益の計上等があったものの、剰余金の配当により、前事業年度末に比べ43,685千円減少

し、12,020,665千円となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の再拡大により、合理的に算定することが

困難であるため、未定としております。

先行きにつきましては、感染拡大防止に伴う経済活動の抑制が現場工事の中止や延期、設備投資の抑制などに繋

がることも想定され、その期間・規模についても不確実性が極めて高い状況下にあります。

このような状況を踏まえ2021年３月期の業績予想につきましては、現段階において合理的に算定することが困難

であることから未定といたしました。

今後、連結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
(2020年３月31日)

当第１四半期会計期間
(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,042,558 2,430,286

受取手形及び売掛金 8,347,016 6,471,278

電子記録債権 731,735 658,293

商品 1,783,886 1,491,938

貯蔵品 12,212 10,892

その他 174,918 76,750

貸倒引当金 △11,801 △9,268

流動資産合計 13,080,525 11,130,172

固定資産

有形固定資産

建物 2,723,425 2,693,625

土地 7,118,888 7,118,888

その他 226,019 248,375

有形固定資産合計 10,068,332 10,060,889

無形固定資産 33,387 38,425

投資その他の資産

その他 1,157,310 1,180,251

貸倒引当金 △106,706 △106,530

投資その他の資産合計 1,050,604 1,073,720

固定資産合計 11,152,324 11,173,036

資産合計 24,232,850 22,303,208

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,209,264 3,598,492

短期借入金 4,300,000 4,100,000

未払法人税等 272,333 88,907

賞与引当金 222,225 218,957

その他 477,721 554,961

流動負債合計 10,481,544 8,561,319

固定負債

退職給付引当金 1,537,967 1,571,658

役員退職慰労引当金 82,500 84,825

その他 66,486 64,739

固定負債合計 1,686,954 1,721,223

負債合計 12,168,498 10,282,542

決算短信（宝印刷） 2020年08月05日 16時12分 3ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）



田中商事株式会社(7619) 2021年３月期 第１四半期決算短信

4

(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第１四半期会計期間
(2020年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,073,200 1,073,200

資本剰余金 951,153 951,153

利益剰余金 10,030,275 9,979,428

自己株式 △13,962 △13,962

株主資本合計 12,040,666 11,989,819

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 23,685 30,846

評価・換算差額等合計 23,685 30,846

純資産合計 12,064,351 12,020,665

負債純資産合計 24,232,850 22,303,208
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
当第１四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

売上高 6,484,697

売上原価 5,446,413

売上総利益 1,038,283

販売費及び一般管理費 871,573

営業利益 166,710

営業外収益

受取利息及び受取配当金 1,148

その他 1,421

営業外収益合計 2,570

営業外費用

支払利息 3,258

営業外費用合計 3,258

経常利益 166,022

特別利益

固定資産売却益 1,702

特別利益合計 1,702

特別損失

固定資産売却損 143

特別損失合計 143

税引前四半期純利益 167,581

法人税、住民税及び事業税 79,890

法人税等調整額 △20,003

法人税等合計 59,886

四半期純利益 107,694
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（３）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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