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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 1,782 △17.5 △144 － △130 － △66 －

2019年12月期第３四半期 2,159 △19.1 11 △94.9 17 △92.3 △22 －
(注) 包括利益 2020年12月期第３四半期 △62百万円( －％) 2019年12月期第３四半期 △25百万円( －％)
　

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 △7.52 －

2019年12月期第３四半期 △2.61 －
　

　

（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 4,564 1,746 38.2

2019年12月期 4,323 1,837 42.5
(参考) 自己資本 2020年12月期第３四半期 1,745百万円 2019年12月期 1,836百万円
　

　

　

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 － 0.00 － 3.50 3.50

2020年12月期 － 0.00 －

2020年12月期(予想) 3.50 3.50
(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 3,171 11.9 42 66.7 42 33.7 76 － 8.60
(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

　

（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 8,881,600株 2019年12月期 8,790,100株

② 期末自己株式数 2020年12月期３Ｑ 266株 2019年12月期 266株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年12月期３Ｑ 8,822,987株 2019年12月期３Ｑ 8,774,786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。

（四半期決算補足説明資料及び四半期決算説明会内容の入手方法について）
　四半期決算補足説明資料はTDnetで同日開示しております。
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１．四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 1,362,975 1,549,208

売掛金 276,927 249,109

営業貸付金 675,923 476,667

商品 488,094 643,307

その他 57,476 52,867

貸倒引当金 △29 △3,809

流動資産合計 2,861,367 2,967,351

固定資産

有形固定資産 254,010 229,458

無形固定資産 294,188 388,215

投資その他の資産

投資有価証券 827,161 888,626

その他 148,575 161,579

貸倒引当金 △61,923 △71,090

投資その他の資産合計 913,813 979,115

固定資産合計 1,462,011 1,596,788

資産合計 4,323,379 4,564,139

負債の部

流動負債

買掛金 64,388 47,030

短期借入金 1,150,000 800,000

1年内返済予定の長期借入金 141,671 166,111

未払法人税等 45,582 17,844

賞与引当金 21,420 13,690

ポイント引当金 16,774 20,443

収納代行預り金 620,031 584,178

その他 179,531 258,631

流動負債合計 2,239,400 1,907,929

固定負債

長期借入金 153,319 813,042

退職給付に係る負債 32,997 33,558

資産除去債務 49,905 49,935

その他 10,100 12,920

固定負債合計 246,321 909,456

負債合計 2,485,721 2,817,386

純資産の部

株主資本

資本金 563,757 565,038

資本剰余金 590,073 591,354

利益剰余金 674,900 577,750

自己株式 △159 △159

株主資本合計 1,828,571 1,733,983

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 8,086 11,769

その他の包括利益累計額合計 8,086 11,769

新株予約権 1,000 1,000

純資産合計 1,837,657 1,746,753

負債純資産合計 4,323,379 4,564,139
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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 2,159,728 1,782,222

売上原価 1,456,960 1,248,888

売上総利益 702,768 533,334

販売費及び一般管理費 691,235 678,115

営業利益又は営業損失（△） 11,532 △144,781

営業外収益

受取利息 55 99

受取手数料 7,419 6,289

助成金収入 － 2,371

解約料収入 1,900 2,090

投資事業組合運用益 － 9,369

その他 1,510 868

営業外収益合計 10,884 21,088

営業外費用

支払利息 3,719 4,437

リース解約損 － 2,113

投資事業組合運用損 697 －

その他 732 570

営業外費用合計 5,149 7,120

経常利益又は経常損失（△） 17,267 △130,814

特別利益

固定資産売却益 － 4,728

投資有価証券売却益 － 76,114

新株予約権戻入益 224 －

特別利益合計 224 80,842

特別損失

減損損失 7,609 －

固定資産除却損 476 2,038

特別損失合計 8,086 2,038

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（△）

9,404 △52,010

法人税、住民税及び事業税 29,944 21,150

法人税等調整額 2,358 △6,776

法人税等合計 32,303 14,374

四半期純損失（△） △22,898 △66,384

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △22,898 △66,384
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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)

四半期純損失（△） △22,898 △66,384

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,489 3,683

その他の包括利益合計 △2,489 3,683

四半期包括利益 △25,388 △62,701

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △25,388 △62,701
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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。

　


