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(百万円未満切捨て)

１．2020年12月期第３四半期の連結業績（2020年１月１日～2020年９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 ％

2020年12月期第３四半期 8,615 1.4 419 △35.1 449 △33.2 295 △32.8

2019年12月期第３四半期 8,499 － 646 － 672 － 439 －
(注) 包括利益 2020年12月期第３四半期 241百万円( △46.3％) 2019年12月期第３四半期 450百万円( －％)
　

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12月期第３四半期 55.06 －

2019年12月期第３四半期 81.88 －
　

(注)１．当社は2018年12月期より決算日を３月31日から12月31日に変更しております。これに伴い、2018年12月期第３
四半期連結財務諸表を作成していないため、2019年12月期第３四半期の対前年四半期増減率については記載し
ておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については潜在株式が存在しないため記載しておりません。
　

（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３四半期 10,181 6,178 60.7

2019年12月期 10,559 6,086 57.6
(参考) 自己資本 2020年12月期第３四半期 6,178百万円 2019年12月期 6,086百万円
　　　

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 － 10.00 － 18.00 28.00

2020年12月期 － 10.00 －

2020年12月期(予想) 15.00 25.00
(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、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 11,210 △2.2 302 △54.6 348 △50.6 205 △50.8 38.19
(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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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12月期３Ｑ 5,367,800株 2019年12月期 5,367,800株

② 期末自己株式数 2020年12月期３Ｑ 150株 2019年12月期 125株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年12月期３Ｑ 5,367,667株 2019年12月期３Ｑ 5,367,675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
（将来に関する記述等についてのご注意）

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。
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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、新型コロナウイルス感染症による大幅な落ち込みからは回復

がみられたものの、感染症収束時期の見通しは未だに立たず、先行きは依然として不透明な状況となっておりま

す。

このような状況下、当社グループは、収益力の一層の向上のため、従来からの首都圏における新規販売のシェア

アップ、トータルリニューアル受注推進の継続に加え、役員報酬の減額など徹底的な経費削減に努めてまいりまし

た。

以上の結果、売上高は8,615百万円（前年同四半期比1.4％増）、営業利益は419百万円（前年同四半期比35.1％

減）、経常利益は449百万円（前年同四半期比33.2％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は295百万円（前年

同四半期比32.8％減）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。なお、第１四半期連結会計期間より「その他」の区分に

含まれている「付帯事業」のうち、取替工事に属する事業を「自動ドア関連」に区分変更したため、遡及適用後

の数値で前年同期比較を行っております。

① 自動ドア関連

メンテナンス売上は前年並みに推移したものの、新規販売が若干減少したこと、及び新型コロナウイルス感

染症拡大の影響による営業活動の自粛に伴いリニューアル受注が減少したことにより、売上高は5,498百万円

（前年同四半期比3.9％減）となりました。利益につきましては、リニューアル売上の減少に加え、新規販売に

おいて工期の長い工事物件の売上等により、セグメント利益（営業利益）は1,359百万円（前年同四半期比12.8

％減）となりました。

② 建具関連

前期からの受注残物件の竣工が多く、また、大型物件の売上が増加した結果、売上高は2,594百万円（前年同

四半期比15.3％増）となりました。利益につきましては、採算性の低い物件の増加により、セグメント損失

（営業損失）は73百万円（前年同四半期は19百万円のセグメント利益（営業利益））となりました。

③ その他

環境機器事業及び駐輪システム事業の売上減少により、売上高は523百万円（前年同四半期比0.9％減）とな

りました。利益につきましては、駐輪システム事業に係る経費が増加したこと等により、セグメント利益（営

業利益）は53百万円（前年同四半期比30.9％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における総資産額は、10,181百万円となり、前連結会計年度末と比べ377百万円の減

少となりました。これは受取手形及び売掛金が221百万円、現金及び預金が188百万円、仕掛品が168百万円、電子記

録債権が156百万円減少した一方で、有形固定資産のその他に含まれる建設仮勘定が399百万円増加したこと等によ

るものであります。

負債総額は、4,003百万円となり、前連結会計年度末と比べ469百万円の減少となりました。これは支払手形及び

買掛金が280百万円、未払法人税等が175百万円減少したこと等によるものであります。

純資産総額は、6,178百万円となり、前連結会計年度末と比べ91百万円の増加となりました。これは親会社株主に

帰属する四半期純利益295百万円の計上と配当金150百万円の支払、その他有価証券評価差額金が56百万円減少した

こと等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

連結業績予想につきましては、2020年８月７日の「業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」で公表

いたしました通期の業績予想に変更はありません。
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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３四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,484,908 2,296,003

受取手形及び売掛金 1,653,074 1,431,596

電子記録債権 517,395 361,036

仕掛品 1,507,026 1,338,744

原材料及び貯蔵品 154,390 188,996

その他 577,918 504,141

貸倒引当金 △1,979 △1,305

流動資産合計 6,892,735 6,119,212

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,073,743 1,040,019

土地 1,410,856 1,414,325

その他（純額） 95,813 491,126

有形固定資産合計 2,580,413 2,945,471

無形固定資産

その他 147,919 204,883

無形固定資産合計 147,919 204,883

投資その他の資産

その他 959,643 935,510

貸倒引当金 △21,416 △23,226

投資その他の資産合計 938,226 912,283

固定資産合計 3,666,559 4,062,638

資産合計 10,559,294 10,181,851
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,274,564 1,993,873

短期借入金 134,748 151,214

未払法人税等 240,755 65,290

賞与引当金 － 180,504

製品保証引当金 4,119 3,888

工事損失引当金 230 396

その他 1,104,473 1,010,138

流動負債合計 3,758,890 3,405,305

固定負債

長期借入金 227,294 155,233

役員退職慰労引当金 222,830 232,079

退職給付に係る負債 253,534 201,771

その他 9,893 8,957

固定負債合計 713,552 598,041

負債合計 4,472,443 4,003,346

純資産の部

株主資本

資本金 329,304 329,304

資本剰余金 289,864 289,864

利益剰余金 5,342,656 5,487,907

自己株式 △200 △232

株主資本合計 5,961,624 6,106,843

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 167,456 110,753

退職給付に係る調整累計額 △42,229 △39,091

その他の包括利益累計額合計 125,226 71,661

純資産合計 6,086,851 6,178,505

負債純資産合計 10,559,294 10,181,851
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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 2019年１月１日
　至 2019年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 8,499,049 8,615,880

売上原価 5,415,466 5,819,839

売上総利益 3,083,583 2,796,040

販売費及び一般管理費 2,436,959 2,376,421

営業利益 646,623 419,618

営業外収益

受取利息 151 125

受取配当金 7,112 8,469

貸倒引当金戻入額 － 317

作業くず売却益 8,221 6,649

受取補償金 2,753 7,352

その他 9,273 10,418

営業外収益合計 27,511 33,332

営業外費用

支払利息 169 1,125

リース解約損 764 467

貸倒引当金繰入額 － 1,500

その他 280 108

営業外費用合計 1,214 3,200

経常利益 672,920 449,750

特別利益

固定資産売却益 7,423 329

特別利益合計 7,423 329

特別損失

固定資産除却損 152 1,007

減損損失 222 －

投資有価証券評価損 4,963 5,261

ゴルフ会員権評価損 4,700 －

特別損失合計 10,038 6,269

税金等調整前四半期純利益 670,305 443,811

法人税、住民税及び事業税 295,912 178,197

法人税等調整額 △65,116 △29,931

法人税等合計 230,795 148,266

四半期純利益 439,509 295,545

親会社株主に帰属する四半期純利益 439,509 295,545
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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 2019年１月１日
　至 2019年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 439,509 295,545

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 6,436 △56,703

退職給付に係る調整額 4,692 3,138

その他の包括利益合計 11,129 △53,564

四半期包括利益 450,639 241,980

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 450,639 241,980



フルテック株式会社(6546) 2020年12月期 第３四半期決算短信

7

（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）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間(自 2019年１月１日 至 2019年９月30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

(単位：千円)

報告セグメント
その他
（注）

合計

自動ドア関連 建具関連 計

売上高

外部顧客への売上高 5,720,946 2,250,011 7,970,958 528,091 8,499,049

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － 14,279 14,279

計 5,720,946 2,250,011 7,970,958 542,371 8,513,329

　セグメント利益 1,559,310 19,176 1,578,486 77,338 1,655,825

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「駐輪システム事業」、「環境機器

事業」、「セキュリティ事業」、「付帯事業」、「商品販売事業」等を含んでおります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,578,486

「その他」の区分の利益 77,338

全社費用(注) △1,015,936

棚卸資産の調整額 △20,265

その他の調整額 27,000

四半期連結損益計算書の営業利益 646,623

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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当第３四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年９月30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

(単位：千円)

報告セグメント
その他
（注）

合計

自動ドア関連 建具関連 計

売上高

外部顧客への売上高 5,498,552 2,594,029 8,092,582 523,297 8,615,880

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － 20,115 20,115

計 5,498,552 2,594,029 8,092,582 543,413 8,635,996

　セグメント利益
　又は損失（△）

1,359,061 △73,986 1,285,074 53,467 1,338,541

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「駐輪システム事業」、「環境機器

事業」、「セキュリティ事業」、「付帯事業」、「商品販売事業」等を含んでおります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,285,074

「その他」の区分の利益 53,467

全社費用(注) △968,307

棚卸資産の調整額 22,383

その他の調整額 27,000

四半期連結損益計算書の営業利益 419,618

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．報告セグメントの変更等に関する事項

当社グループは、第１四半期連結会計期間より経営管理体制の見直しを行い、「その他」の区分に含まれてい

る「付帯事業」のうち、取替工事に属する事業を「自動ドア関連」に区分変更しております。

なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報につきましては、変更後の区分方法により作成したものを

記載しております。


