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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 2,647 △32.7 △190 ― △169 ― △134 ―

2020年3月期第2四半期 3,936 △1.3 △41 ― △33 ― △43 ―

（注）包括利益 2021年3月期第2四半期 △102百万円 （―％） 2020年3月期第2四半期 △59百万円 （―％）

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 △35.70 ―

2020年3月期第2四半期 △11.60 ―

(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 3,961 1,754 44.3

2020年3月期 4,206 1,875 44.6

（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 1,754百万円 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 ― 0.00

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2Q 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2Q 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2Q 3,777,672 株 2020年3月期2Q 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２四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等を背景に、企業活動や個人消費が制限され、経済活動が大きく低迷い

たしました。今後につきましても、経済活動停滞が長期化するなか、業種・業態・地域における

回復時期の相違が顕著になると予想されます。

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拡大の影響は大きく、各店舗

の休業や営業時間の短縮、インバウンド需要の減少、不要不急の外出自粛による消費動向の変化

から、各企業とも厳しい経営環境となりました。

このような状況のもと、当社グループにおきましては、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うと同時に、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に取り組んでまいりました。

当第２四半期（７～９月）におきましては、政府のGo To キャンペーン政策に関連したプロモ

ーション活動の受注など新たな動きが見え始め、第１四半期（４～６月）と比べ広告受注量が回

復いたしましたが、依然としてイベントの開催中止や延期のほか、３密回避を要因とする広告活

動の自粛、企業業績の悪化による広告出稿の停止などがあり、当第２四半期連結累計期間の業績

は、売上高2,647百万円（前年同期比67.3％）、営業利益は190百万円の損失（前年同期は41百万

円の営業損失）、経常利益は169百万円の損失（前年同期は33百万円の経常損失）、親会社株主に

帰属する四半期純利益は134百万円の損失（前年同期は43百万円の親会社株主に帰属する四半期純

損失）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における総資産は3,961百万円となり、前連結会計年度末に比べ

245百万円の減少となりました。

資産の部では、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309百万円減少し、1,751百万円となりました。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64百万円増加し、

2,210百万円となりました。

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166百万円減少し、1,347百万円となりました。また、新型コロナウイル

ス感染症対応資金の借り入れによる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42百万円増加し、859百万円となりました。

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ120百万円減少し、1,754百万円となりました。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。

当社グループの業績につきましては、各企業の事業年度末のプロモーション活動や官公庁受託

案件などの約定に基づく収益計上が連結会計年度末に集中するため、従来から年後半のウェイト

が高くなっており、政府のGo To キャンペーン政策に関連した広告活動の受注などが一部見込ま

れるものの業種・業態・地域における景気回復時期の特定が不確定なこと、ならびに、各企業の

広告活動の積極的な再開が依然として見込めないことから、新型コロナウイルス感染拡大の影響

額の正確な把握が困難であるため、2021年3月期の業績予想につきましては引き続き「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 906,301 893,817

受取手形及び売掛金 1,051,294 740,451

商品及び製品 7,478 7,310

仕掛品 42,847 78,460

原材料及び貯蔵品 2,560 2,230

未収還付法人税等 15,895 -

その他 36,391 29,811

貸倒引当金 △1,874 △816

流動資産合計 2,060,895 1,751,265

固定資産

有形固定資産

土地 746,598 746,598

その他（純額） 342,428 331,719

有形固定資産合計 1,089,026 1,078,318

無形固定資産

のれん 6,000 4,800

その他 24,954 22,917

無形固定資産合計 30,954 27,717

投資その他の資産

投資不動産（純額） 679,962 673,918

その他 356,316 438,906

貸倒引当金 △10,220 △8,228

投資その他の資産合計 1,026,057 1,104,596

固定資産合計 2,146,039 2,210,631

資産合計 4,206,935 3,961,897
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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 1,078,702 823,402

短期借入金 101,000 241,000

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 12,905

賞与引当金 60,940 36,795

返品調整等引当金 2,106 1,602

その他 190,222 166,744

流動負債合計 1,514,685 1,347,730

固定負債

社債 150,000 150,000

長期借入金 397,590 444,950

退職給付に係る負債 178,839 175,128

役員退職慰労引当金 5,087 5,462

その他 84,860 83,734

固定負債合計 816,378 859,275

負債合計 2,331,063 2,207,006

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 1,546,478

自己株式 △314,972 △314,972

株主資本合計 1,878,738 1,724,975

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 30,896

退職給付に係る調整累計額 △1,104 △980

その他の包括利益累計額合計 △2,867 29,915

純資産合計 1,875,871 1,754,890

負債純資産合計 4,206,935 3,961,897
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

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)

売上高 3,936,019 2,647,949

売上原価 3,213,136 2,148,933

売上総利益 722,883 499,015

販売費及び一般管理費 764,460 689,150

営業損失（△） △41,577 △190,134

営業外収益

受取利息 5 7

受取配当金 1,311 1,446

投資不動産賃貸料 23,011 21,768

助成金収入 - 12,842

その他 1,477 1,656

営業外収益合計 25,806 37,721

営業外費用

支払利息 3,672 2,656

不動産賃貸費用 13,499 13,793

その他 956 675

営業外費用合計 18,129 17,125

経常損失（△） △33,900 △169,538

特別損失

減損損失 2,007 1,690

固定資産除却損 10,400 680

特別損失合計 12,407 2,371

税金等調整前四半期純損失（△） △46,308 △171,910

法人税、住民税及び事業税 8,614 10,485

法人税等調整額 △11,083 △47,521

法人税等合計 △2,468 △37,035

四半期純損失（△） △43,839 △134,874

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △43,839 △134,874

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 △15,750 32,658

退職給付に係る調整額 36 123

その他の包括利益合計 △15,714 32,782

四半期包括利益 △59,553 △102,091

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △59,553 △102,091

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。


