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1. 2021年3月期第1四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年6月30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 1,142 △40.9 △162 ― △154 ― △116 ―

2020年3月期第1四半期 1,933 △1.0 △61 ― △57 ― △46 ―

（注）包括利益 2021年3月期第1四半期 △106百万円 （―％） 2020年3月期第1四半期 △58百万円 （―％）

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

2021年3月期第1四半期 △30.88 ―

2020年3月期第1四半期 △12.19 ―

(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 ％

2021年3月期第1四半期 3,685 1,750 47.5

2020年3月期 4,206 1,875 44.6

（参考）自己資本 2021年3月期第1四半期 1,750百万円 2020年3月期 1,875百万円

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 ― 5.00 5.00

2021年3月期 ―

2021年3月期（予想） ― ― ― ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

2021年3月期の配当予想は、現段階では業績予想を精査中のため未定といたします。

3. 2021年 3月期の連結業績予想（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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

通期 ― ― ― ― ― ―

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

連結通期業績予想につきましては、現段階で合理的な業績予想の算定を行うことが困難なことから未定とし、記載しておりません。

今後、合理的な予測が可能となった時点で速やかにお知らせいたします。



※ 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） 2021年3月期1Q 6,078,000 株 2020年3月期 6,078,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期1Q 2,300,328 株 2020年3月期 2,300,328 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期1Q 3,777,672 株 2020年3月期1Q 3,777,672 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。
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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我が国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う各自治

体による外出自粛要請や政府による４月７日の緊急事態宣言により、経済活動が低迷し、景気は急

速に悪化いたしました。

当社グループ商勢圏におきましても、新型コロナウイルス感染症の拡大予防策として、各企業に

おいて、休業や営業時間の短縮を余儀なくされる厳しい状況となりました。

こうした厳しい経営環境が続く中、当社グループにおきましては、社員の時差出勤、リモートワ

ーク等を活用した状況に応じた柔軟な勤務体制、３密の回避、ならびに、職場内感染防止行動の徹

底を図るとともに、お客様に対して出来る限りの情報提供や提案を行い、お客様の課題解決に取り

組んでまいりました。

しかしながら、各企業においてイベントの中止や延期のほか、３密回避を要因とする広告活動の

自粛や、企業業績の悪化による広告出稿自体の停止が相次いだことから、広告受注量が大きく減少

し、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高1,142百万円（前年同期比59.1％）、営業利益は

162百万円の損失（前年同期は61百万円の営業損失）、経常利益は154百万円の損失（前年同期は57

百万円の経常損失）、親会社株主に帰属する四半期純利益は116百万円の損失（前年同期は46百万

円の親会社株主に帰属する四半期純損失）となりました。

当社グループにおきましては、大変厳しい状況が続いておりますが、このような状況下であるか

らこそ、営業活動やお客様に対する提案活動をもう一度見直し、新しいビジネスの創造や「新しい

生活様式」等を見据えた企画提案内容の立案に取り組み、業績の回復に邁進してまいります。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における総資産は3,685百万円となり、前連結会計年度末に比べ521

百万円の減少となりました。

資産の部では、現金及び預金の減少と受取手形及び売掛金の減少を主な要因として、流動資産は

前連結会計年度末に比べ564百万円減少し、1,496百万円となりました。また、時価の回復による投

資有価証券の増加と繰延税金資産の増加を主な要因として、固定資産は前連結会計年度末に比べ42

百万円増加し、2,188百万円となりました。

負債の部では、支払手形及び買掛金の減少と短期借入金の増加を主な要因として、流動負債は前

連結会計年度末に比べ405百万円減少し、1,109百万円となりました。また、長期借入金の増加を主

な要因として、固定負債は前連結会計年度末に比べ８百万円増加し、825百万円となりました。

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ124百万円減少し、1,750百万円となりました。これは主

に親会社株主に帰属する四半期純損失の計上と期末配当金の支払い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

2021年３月期の連結業績予想値につきましては、５月13日付『2020年3月期決算短信』発表時点

におきまして、新型コロナウイルス感染症への対応から集客イベントの中止や延期のほか、広告出

稿の自粛による影響が発生していることから、感染拡大の収束が見通せず長期化する可能性もある

ため「未定」といたしました。

現時点におきましては、政府の各種政策効果もあり、今後景気は持ち直しに向かうことが期待さ

れておりますが、国内外の新型コロナウイルス感染症の動向等の影響による懸念もあり、先行きに

ついては依然不透明な状況が続いております。また、５月22日の緊急事態宣言の全面解除以降、一

時的に感染者が低下したものの最近において再び感染者が増え始めており、各企業とも広告活動の

積極的な再開については極めて慎重な姿勢にあります。このような状況を踏まえ、現時点におきま

しては、感染拡大の収束が見通せず長期化する可能性もあるため、影響額の正確な把握が困難であ

ることから、2021年3月期の当社グループ通期の業績につきましては「未定」としております。な

お、次年度の配当金につきましても、業績予想の「未定」を受け、現段階では「未定」とし、業績

予想が可能となった段階で配当予想を速やかに公表いたします。
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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
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 906,301 824,687

受取手形及び売掛金 1,051,294 551,863

商品及び製品 7,478 8,923

仕掛品 42,847 62,813

原材料及び貯蔵品 2,560 2,445

未収還付法人税等 15,895 15,186

その他 36,391 31,293

貸倒引当金 △1,874 △412

流動資産合計 2,060,895 1,496,800

固定資産

有形固定資産

土地 746,598 746,598

その他（純額） 342,428 339,198

有形固定資産合計 1,089,026 1,085,796

無形固定資産

のれん 6,000 5,400

その他 24,954 23,935

無形固定資産合計 30,954 29,335

投資その他の資産

投資不動産（純額） 679,962 676,374

その他 356,316 407,578

貸倒引当金 △10,220 △10,227

投資その他の資産合計 1,026,057 1,073,725

固定資産合計 2,146,039 2,188,857

資産合計 4,206,935 3,685,658
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,078,702 639,661

短期借入金 101,000 160,000

1年内返済予定の長期借入金 65,280 65,280

未払法人税等 16,434 1,579

賞与引当金 60,940 39,212

返品調整等引当金 2,106 2,076

その他 190,222 201,596

流動負債合計 1,514,685 1,109,405

固定負債

社債 150,000 150,000

長期借入金 397,590 411,270

退職給付に係る負債 178,839 174,765

役員退職慰労引当金 5,087 5,275

その他 84,860 84,015

固定負債合計 816,378 825,325

負債合計 2,331,063 1,934,731

純資産の部

株主資本

資本金 294,868 294,868

資本剰余金 198,600 198,600

利益剰余金 1,700,240 1,564,684

自己株式 △314,972 △314,972

株主資本合計 1,878,738 1,743,182

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △1,762 8,787

退職給付に係る調整累計額 △1,104 △1,042

その他の包括利益累計額合計 △2,867 7,745

純資産合計 1,875,871 1,750,927

負債純資産合計 4,206,935 3,685,658
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

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４月１日
至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

売上高 1,933,836 1,142,395

売上原価 1,606,042 940,268

売上総利益 327,793 202,127

販売費及び一般管理費 388,929 364,720

営業損失（△） △61,135 △162,593

営業外収益

受取利息 0 3

受取配当金 1,168 1,318

投資不動産賃貸料 11,554 10,957

助成金収入 - 4,000

その他 987 933

営業外収益合計 13,710 17,212

営業外費用

支払利息 1,936 1,231

不動産賃貸費用 7,171 7,418

その他 548 301

営業外費用合計 9,657 8,952

経常損失（△） △57,082 △154,332

特別損失

固定資産除却損 - 23

特別損失合計 - 23

税金等調整前四半期純損失（△） △57,082 △154,356

法人税、住民税及び事業税 2,774 2,295

法人税等調整額 △13,796 △39,983

法人税等合計 △11,021 △37,688

四半期純損失（△） △46,060 △116,667

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △46,060 △116,667

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） - -

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △12,197 10,550

退職給付に係る調整額 18 61

その他の包括利益合計 △12,179 10,612

四半期包括利益 △58,240 △106,055

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △58,240 △106,055

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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。

   


