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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 16,681 8.1 594 ― 707 ― 412 ―

2020年3月期第2四半期 15,428 △6.7 △85 ― △23 ― △43 ―

（注）包括利益 2021年3月期第2四半期　　466百万円 （―％） 2020年3月期第2四半期　　△10百万円 （―％）

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 131.64 ―

2020年3月期第2四半期 △13.58 ―

(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 30,547 16,356 53.3

2020年3月期 31,515 16,232 51.3

（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 16,287百万円 2020年3月期 16,165百万円

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 ― 60.00 60.00

2021年3月期 ― 0.00

2021年3月期（予想） ― 60.00 60.00

（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 42,000 13.9 1,750 22.1 1,850 18.2 1,250 19.7 391.80

（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（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 ： 有

（注）詳細は、添付資料８ページ「（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

(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 3,195,700 株 2020年3月期 3,195,700 株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 85,265 株 2020年3月期 5,265 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Q 3,133,292 株 2020年3月期2Q 3,190,435 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あ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情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に
関する説明」をご覧ください。
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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経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により期初から経済・社会

活動が停滞しました。その後、経済活動が段階的に再開されたことや資金繰り支援等の政策効果を背景に、景気は持ち

直しの動きがみられるものの、新型コロナウイルス感染症の収束時期の見通しは立っておらず、景気の先行きは不透明

な状況が続いております。

　道路建設業界におきましては、公共投資は堅調に推移しているものの、民間設備投資需要が弱含みをみせており、新

型コロナウイルス感染症の収束の目処がたたない現状においては、今後の受注環境の不透明感が懸念され経営環境は厳

しい状況であります。

　このような状況の中で、まずは新型コロナウイルス感染症による足元の影響の極小化に努め、「中期経営計画（2018

年度～2020年度）」目標最終年度の達成に向けて当社グループ一丸となって取り組んでおります。

　当第２四半期連結累計期間の経営成績につきましては、受注高は169億６千９百万円（前年同期比3.6％増）、売上高

は166億８千１百万円（前年同期比8.1％増）、経常利益は７億７百万円（前年同期は経常損失２千３百万円）、親会社

株主に帰属する四半期純利益は４億１千２百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失４千３百万円）とな

りました。

（２）財政状態に関する説明

　 （資産）

　流動資産は、前連結会計年度に比べ4.8％減少し、175億１千７百万円となりました。これは現金預金が24億５千８百

万円、未成工事支出金が８億２千８百万円増加し、受取手形・完成工事未収入金等が42億４千９百万円減少したことな

どによります。

　 （負債）

流動負債は、前連結会計年度に比べ9.1％減少し、105億６千９百万円となりました。これは、短期借入金が５億円、

未成工事受入金が１億２千６百万円増加し、支払手形・工事未払等が11億８千６百万円、未払法人税等が１億８千９百

万円減少したことなどによります。

固定負債は、長期借入金が４千９百万円減少したことなどにより1.1％減少し、36億２千２百万円となりました。

（純資産）

　純資産合計は、前連結会計年度に比べ0.8％増加し、163億５千６百万円となりました。これは主として利益剰余金が

２億２千１百万円増加したこによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　当第２四半期連結累計期間の経営成績は、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すべて

が、2020年５月13日に公表いたしました業績予想を上回る結果となりました。詳細につきましては、2020年10月30日に

公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

　通期の連結業績予想につきましては、現在までは順調に推移しておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大の収束

見通しが立たず、今後の受注環境や製品等販売部門の主要材料であるアスァルト価格に先高感があるなど、事業活動に

与える影響が不透明な状況であることから、前回の予想から変更はございません。

　なお、今後の新型コロナウイルス感染症の状況などを含め、当社グループの業績に影響を及ぼす事象が生じ、業績予

想の修正が必要となった場合には、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

現金預金 3,846,711 6,305,093

受取手形・完成工事未収入金等 13,313,557 9,064,381

未成工事支出金 804,657 1,633,435

その他のたな卸資産 154,810 158,098

その他 296,516 359,621

貸倒引当金 △5,990 △3,131

流動資産合計 18,410,262 17,517,499

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 3,340,833 3,255,398

土地 5,961,979 5,961,979

その他（純額） 836,779 790,776

有形固定資産合計 10,139,592 10,008,154

無形固定資産 47,847 83,104

投資その他の資産

投資有価証券 2,010,196 2,054,823

長期貸付金 26,603 28,218

破産更生債権等 54,447 52,947

繰延税金資産 806,035 784,875

その他 58,188 58,845

貸倒引当金 △37,537 △40,927

投資その他の資産合計 2,917,934 2,938,782

固定資産合計 13,105,375 13,030,041

資産合計 31,515,637 30,547,541
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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・工事未払金等 8,157,119 6,970,777

短期借入金 800,000 1,300,000

1年内返済予定の長期借入金 148,996 123,996

未払法人税等 468,871 279,519

未成工事受入金 854,824 981,155

賞与引当金 340,307 403,982

完成工事補償引当金 10,108 10,308

工事損失引当金 17,800 23,800

その他 823,225 475,731

流動負債合計 11,621,251 10,569,271

固定負債

長期借入金 212,858 163,360

退職給付に係る負債 2,294,987 2,318,112

再評価に係る繰延税金負債 886,522 886,522

長期預り金 156,000 156,000

その他 111,723 98,124

固定負債合計 3,662,091 3,622,119

負債合計 15,283,343 14,191,391

純資産の部

株主資本

資本金 1,751,500 1,751,500

資本剰余金 869,602 869,602

利益剰余金 11,852,792 12,073,847

自己株式 △5,444 △156,244

株主資本合計 14,468,451 14,538,706

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 129,917 168,723

土地再評価差額金 1,698,058 1,698,058

退職給付に係る調整累計額 △131,200 △117,708

その他の包括利益累計額合計 1,696,775 1,749,073

非支配株主持分 67,066 68,370

純資産合計 16,232,294 16,356,149

負債純資産合計 31,515,637 30,547,541



株式会社佐藤渡辺(1807) 2021年３月期 第２四半期決算短信

- 5 -

（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 15,428,100 16,681,458

売上原価 14,562,094 15,145,616

売上総利益 866,005 1,535,841

販売費及び一般管理費 951,049 941,601

営業利益又は営業損失（△） △85,043 594,240

営業外収益

受取利息 2,485 588

受取配当金 14,313 77,629

貸倒引当金戻入額 1,596 -

持分法による投資利益 51,921 45,296

雑収入 7,132 10,768

営業外収益合計 77,450 134,283

営業外費用

支払利息 12,687 16,842

雑支出 3,051 3,740

営業外費用合計 15,738 20,582

経常利益又は経常損失（△） △23,332 707,940

特別利益

固定資産売却益 449 -

特別利益合計 449 -

特別損失

固定資産除却損 2,609 0

投資有価証券評価損 1,177 55,971

特別損失合計 3,786 55,971

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（△）

△26,668 651,969

法人税等 11,931 238,184

四半期純利益又は四半期純損失（△） △38,600 413,784

非支配株主に帰属する四半期純利益 4,739 1,303

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（△）

△43,340 412,480
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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（△） △38,600 413,784

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 23,233 38,698

退職給付に係る調整額 5,213 13,492

持分法適用会社に対する持分相当額 △454 106

その他の包括利益合計 27,992 52,297

四半期包括利益 △10,608 466,082

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △15,347 464,778

非支配株主に係る四半期包括利益 4,739 1,303
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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（△）

△26,668 651,969

減価償却費 296,698 269,698

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 12,371 42,566

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,062 530

その他の引当金の増減額（△は減少） 58,680 69,874

受取利息及び受取配当金 △16,799 △78,217

支払利息 12,687 16,842

持分法による投資損益（△は益） △51,921 △45,296

その他の営業外損益（△は益） △4,081 △7,028

有形固定資産売却損益（△は益） △449 -

有形固定資産除却損 2,609 0

投資有価証券評価損益（△は益） 1,177 55,971

売上債権の増減額（△は増加） 5,106,188 4,313,459

たな卸資産の増減額（△は増加） △409,919 △832,065

仕入債務の増減額（△は減少） △2,457,630 △1,300,732

未払消費税等の増減額（△は減少） △68,708 △65,154

その他 △367,747 △158,030

小計 2,084,422 2,934,385

利息及び配当金の受取額 16,799 78,217

利息の支払額 △12,848 △17,197

法人税等の支払額 △469,580 △419,282

その他 2,086 7,028

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,620,878 2,583,152

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △359,812 △160,876

有形固定資産の売却による収入 457 -

無形固定資産の取得による支出 △6,398 △27,990

貸付けによる支出 △14,740 △14,200

貸付金の回収による収入 11,783 12,899

その他 3,068 △774

投資活動によるキャッシュ・フロー △365,641 △190,941

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） - 500,000

長期借入金の返済による支出 △75,638 △74,498

自己株式の取得による支出 - △150,800

配当金の支払額 △190,696 △190,820

その他 △12,780 △17,709

財務活動によるキャッシュ・フロー △279,114 66,171

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 976,122 2,458,382

現金及び現金同等物の期首残高 2,802,054 3,846,711

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,778,176 6,305,093
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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）

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

　当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益

に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算

すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。
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３．その他

四半期個別受注の概況

　個別受注実績

受注高

百万円 ％

2021年３月期第２四半期 16,355 3.8

2020年３月期第２四半期 15,761 △14.5

　（注） １．受注高は当該四半期までの累計額であります。

　 ２．パーセント表示は、前年同四半期比増減率であります。

　受注実績内訳

前第２四半期 当第２四半期

増減 増減率（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日

　至 2019年９月30日） 　至 2020年９月30日）

工
事
部
門

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

舗装工事 10,958 (69.5) 11,051 (67.6) 93 0.9

土木工事等 2,857 (18.1) 3,381 (20.7) 524 18.4

計 13,815 (87.7) 14,433 (88.3) 617 4.5

製品等販売部門 1,946 (12.3) 1,921 (11.7) △24 △1.3

合計 15,761 (100 ) 16,355 (100 ) 593 3.8

　（注） （ ）内のパーセント表示は、構成比率であります。


