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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４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 ％

2021年３月期第２四半期 12,430 △14.1 △103 ― 49 ― 75 ―

2020年３月期第２四半期 14,473 1.0 △378 ― △186 ― △182 ―
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 137百万円( ―％) 2020年３月期第２四半期 △174百万円( ―％)
　

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２四半期 3.24 ―

2020年３月期第２四半期 △10.56 ―
　

　

（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２四半期 31,437 13,019 41.4

2020年３月期 30,776 12,881 41.8
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 13,009百万円 2020年３月期 12,872百万円
　

　

　

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 ― 0.00 0.00

2021年３月期 ― 0.00

2021年３月期(予想) ― 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2021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
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 25,000 △13.5 30 ― 270 ― 200 ― 8.58

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

　　



※ 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)

（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２Ｑ 23,737,165株 2020年３月期 23,737,165株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 418,768株 2020年３月期 418,768株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 23,318,397株 2020年３月期２Ｑ 17,251,232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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当た
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な情報 （３）連結業績予想
などの将来予測に関する説明」をご覧ください。
(主要な関係会社の異動)
当第２四半期連結会計期間において、連結子会社でありました東京総合資材株式会社の株式を売却したため、連

結の範囲から除外しております。
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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２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響で急速に悪化した後、緊

急事態宣言の解除を受けて持ち直しの動きが見られております。しかしながらその回復ペースは緩やかであり、依

然として先行きの不透明感が拭えない状況が続いております。

住宅市場におきましては、昨年秋の消費税増税後に直面した新型コロナウイルス感染症の影響を受け、新設住宅

着工戸数はこの９月まで15ヶ月連続で前年同月水準を下回り、2020年度第２四半期連結累計期間における新設住宅

着工戸数は414千戸（前年同四半期比11.3％減）と大幅に減少しました。

石膏ボード業界におきましては、低調な住宅市場の動向と同様に2020年度第２四半期連結累計期間における製品

出荷量は216百万㎡（前年同四半期比12.1％減）と減少しております。

当社グループにおきましては、2020年１月のクナウフ・グループとの資本業務提携強化を踏まえ、今年度は『競

争力の回復』をキーワードに掲げ、安定した収益を確保できる企業基盤の再構築に向け徹底的に取り組んでおりま

す。特にこれまで経験したことがない新型コロナウイルス感染症の影響をはじめ、人口減少に起因する住宅市場の

縮小という厳しい環境に将来直面しようとも、安定して事業を継続し社会貢献を果たせるよう企業体質の改革を進

めているところであります。

この結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高は124億30百万円（前年同四半期

比14.1％減）、営業損失は１億３百万円（前年同四半期は営業損失３億78百万円）、経常利益は49百万円（前年同

四半期は経常損失１億86百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益は75百万円（前年同四半期は親会社株主に

帰属する四半期純損失１億82百万円）となりました。

当社グループは単一セグメントであるため、セグメントの業績は記載を省略しております。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

資産合計は、314億37百万円（前連結会計年度末比６億60百万円増）となりました。

流動資産の増加（前連結会計年度末比７億74百万円増）は、現金及び預金の増加（前連結会計年度末比13億68百

万円増）、受取手形及び売掛金の減少（前連結会計年度末比４億７百万円減）が主な要因であります。

固定資産の減少（前連結会計年度末比１億９百万円減）は、当期償却実施等による建物及び構築物の減少(前連

結会計年度末比77百万円減)、売却による土地の減少(前連結会計年度末比45百万円減)が主な要因であります。

（負債）

負債合計は、184億17百万円（前連結会計年度末比５億23百万円増）となりました。

流動負債の減少（前連結会計年度末比64百万円減）は、支払手形及び買掛金の減少（前連結会計年度末比８億61

百万円減）、短期借入金の増加（前連結会計年度末比９億65百万円増）、賞与引当金の減少（前連結会計年度末比

57百万円減）が主な要因であります。

固定負債の増加（前連結会計年度末比５億87百万円増）は、長期借入金の増加（前連結会計年度末比７億76百万

円増）、社債の減少（前連結会計年度末比１億65百万円減）が主な要因であります。

（純資産）

純資産合計は、130億19百万円（前連結会計年度末比１億37百万円増）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の計上等に伴う利益剰余金の増加（前連結会計年度末比75百万円

増）が主な要因であります。

（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につきましては、本日（2020年11月10日）公表いたしました「連結業績予想に関す

るお知らせ」をご参照ください。
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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２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,582,556 2,950,864

受取手形及び売掛金 4,730,196 4,322,429

商品及び製品 1,422,010 1,348,182

仕掛品 109,467 74,708

原材料及び貯蔵品 1,567,619 1,518,431

その他 317,896 255,455

貸倒引当金 △115,831 △81,891

流動資産合計 9,613,916 10,388,181

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,598,664 4,521,188

機械装置及び運搬具（純額） 2,135,228 2,137,524

土地 11,265,606 11,219,774

その他（純額） 625,721 527,803

有形固定資産合計 18,625,220 18,406,291

無形固定資産 177,529 216,324

投資その他の資産

投資有価証券 1,081,422 1,148,540

その他 1,303,706 1,288,698

貸倒引当金 △51,939 △33,496

投資その他の資産合計 2,333,188 2,403,742

固定資産合計 21,135,938 21,026,358

繰延資産 26,194 22,466

資産合計 30,776,049 31,437,006
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,639,022 2,777,301

短期借入金 2,279,391 3,245,378

未払法人税等 108,525 65,756

賞与引当金 278,157 221,023

その他 2,259,696 2,190,925

流動負債合計 8,564,793 8,500,384

固定負債

社債 1,886,000 1,720,800

長期借入金 4,616,302 5,393,094

役員退職慰労引当金 201,104 188,216

関係会社損失引当金 2,000 ―

退職給付に係る負債 1,321,784 1,336,233

資産除去債務 135,450 135,450

その他 1,167,211 1,143,701

固定負債合計 9,329,853 9,917,495

負債合計 17,894,646 18,417,880

純資産の部

株主資本

資本金 5,960,988 5,960,988

資本剰余金 6,751,539 6,751,539

利益剰余金 492,645 568,190

自己株式 △196,284 △196,284

株主資本合計 13,008,889 13,084,434

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 124,262 167,136

退職給付に係る調整累計額 △261,104 △242,386

その他の包括利益累計額合計 △136,841 △75,249

非支配株主持分 9,355 9,941

純資産合計 12,881,402 13,019,126

負債純資産合計 30,776,049 31,437,006
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 14,473,029 12,430,197

売上原価 9,302,555 7,664,841

売上総利益 5,170,474 4,765,356

販売費及び一般管理費 5,549,031 4,868,451

営業損失（△） △378,556 △103,094

営業外収益

受取利息 1,527 1,465

受取配当金 24,394 22,553

受取賃貸料 80,729 74,154

受取保険金 114,418 39,102

雇用調整助成金 ― 78,276

持分法による投資利益 17,379 23,358

その他 65,012 48,801

営業外収益合計 303,462 287,712

営業外費用

支払利息 46,499 37,062

賃貸費用 27,061 27,299

その他 38,067 71,012

営業外費用合計 111,628 135,373

経常利益又は経常損失(△) △186,722 49,243

特別利益

固定資産売却益 1,284 3,428

投資有価証券売却益 24,063 ―

関係会社株式売却益 ― 1,782

子会社株式売却益 17,399 47,740

特別利益合計 42,747 52,951

特別損失

固定資産売却損 342 ―

固定資産除却損 395 6,666

投資有価証券評価損 800 ―

特別損失合計 1,537 6,666

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(△)

△145,513 95,528

法人税等 33,949 19,396

四半期純利益又は四半期純損失(△) △179,462 76,132

非支配株主に帰属する四半期純利益 2,665 586

親会社株主に帰属する四半期純利益
又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

△182,127 75,545
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △179,462 76,132

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △12,203 42,873

退職給付に係る調整額 17,641 18,718

その他の包括利益合計 5,437 61,591

四半期包括利益 △174,025 137,723

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △176,690 137,137

非支配株主に係る四半期包括利益 2,665 586
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー
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（△）

△145,513 95,528

減価償却費 660,921 531,914
貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,973 1,359
賞与引当金の増減額（△は減少） 4,612 △52,934
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △5,229 36,997
関係会社損失引当金の増減額（△は減少） ― △255
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △21,999 △12,888
受取利息及び受取配当金 △25,921 △24,019
支払利息 46,499 37,062
子会社株式売却損益（△は益） △17,399 △47,740
関係会社株式売却損益（△は益） ― △1,782
持分法による投資損益（△は益） △17,379 △23,358
固定資産除売却損益（△は益） △546 3,238
投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △23,263 ―
売上債権の増減額（△は増加） 331,869 △68,104
たな卸資産の増減額（△は増加） 28,657 156,795
仕入債務の増減額（△は減少） △1,014,793 △271,754
未払消費税等の増減額（△は減少） △39,298 △21,496
その他の資産の増減額（△は増加） 13,332 △31,494
その他の負債の増減額（△は減少） △514,558 △128,515
小計 △750,983 178,550
利息及び配当金の受取額 25,009 22,857
利息の支払額 △48,265 △38,254
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 13,996 △48,613
営業活動によるキャッシュ・フロー △760,244 114,539

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △13,020 △170
有形固定資産の取得による支出 △358,494 △250,197
有形固定資産の売却による収入 2,978 57,968
投資有価証券の取得による支出 △7,610 △8,099
投資有価証券の売却による収入 70,647 ―
関係会社株式の売却による収入 ― 16,782
関係会社への投資の払戻による収入 58,500 4,755
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による支出

― △87,512

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による収入

99,901 ―

子会社株式の売却による収入 ― 4,288
貸付けによる支出 △157,380 △1,587
貸付金の回収による収入 79,091 55,845
その他 △4,508 △10,660
投資活動によるキャッシュ・フロー △229,896 △218,588

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少） 152,899 655,749
長期借入れによる収入 543,000 1,670,000
長期借入金の返済による支出 △641,606 △582,970
社債の償還による支出 △165,200 △165,200
配当金の支払額 △51,791 △239
子会社の自己株式の取得による支出 △5,300 ―
リース債務の返済による支出 △98,314 △95,153
財務活動によるキャッシュ・フロー △266,312 1,482,185

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,256,453 1,378,137
現金及び現金同等物の期首残高 2,920,654 1,550,486
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,664,201 2,928,623
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（４）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）

当第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）

該当事項はありません。

（追加情報）

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮

定について重要な変更はありません。

（セグメント情報等）

当社グループの事業は、石膏ボードを中心とする建築資材の製造、販売を主に、これらに付帯する一切の事業

を行っている単一事業であります。

したがいまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。

　


