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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 7,695 1.6 257 ― 279 ― 378 ―

2020年3月期第2四半期 7,576 1.0 △353 ― △341 ― △538 ―

（注）包括利益 2021年3月期第2四半期　　527百万円 （―％） 2020年3月期第2四半期　　△664百万円 （―％）

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 5.05 ―

2020年3月期第2四半期 △6.20 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年3月期第2四半期 5,362 3,206 59.8 42.80

2020年3月期 5,195 2,753 53.0 32.14

（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 3,206百万円 2020年3月期 2,753百万円

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 ― 1.00 1.00

2021年3月期 ― 0.00

2021年3月期（予想） ― 1.00 1.00

（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 15,580 1.8 530 31.4 530 32.0 629 29.4 8.40

（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（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 1 社 （社名） 株式会社なごみ設計

（注）株式会社なごみ設計につきましては、2020年４月１日に保有株式の全てを譲渡したため、第1四半期会計期間より、連結の範囲から除外しておりま
す。

(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 74,903,800 株 2020年3月期 74,903,800 株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 8,261 株 2020年3月期 8,097 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Q 74,895,649 株 2020年3月期2Q 86,991,984 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、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Ｐ．３「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の世界的な拡大により、企業収益

は大幅な減少が続き、雇用情勢や設備投資も弱含みで推移しました。

　一方で、緊急事態宣言解除後は、経済活動のレベルを段階的に引き上げており、急減していた輸出入や生産も

徐々に下げ止まりの兆しが見られる等、一部で景気の持ち直しが期待されるものの、新型コロナウイルス感染症の

終息時期が見通せないことに等より、依然として先行き不透明な状況が続いております。

このような状況の中、当社におきましては、企業としての安全性に配慮しつつ、一層のコスト節減や経営資源の有

効活用に向けた事業体制の構築を推進してまいりました。

その結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高7,695百万円（前年同期比1.6％増）、営業利益257百万円

（前年同期 営業損失353百万円）、経常利益279百万円（前年同期 経常損失341百万円）、親会社株主に帰属する

四半期純利益は378百万円（前年同期 親会社株主に帰属する四半期純損失538百万円）となりました。

　 当社グループ企業のセグメントごとの経営成績は以下のとおりであります。

なお、リフォーム関連事業を行っておりました株式会社なごみ設計につきましては、2020年4月１日に保有株式の

全てを譲渡したため、第１四半期連結会計期間より連結の範囲から除外し、リフォーム関連事業から撤退しており

ます。

(食品流通事業)

当事業におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による外出自粛や、学校休校措置に伴う給食停止

等による内食需要の高まりにより来店客数が増加し、2020年２月頃から売上、利益ともに伸長しておりますが、６

月以降は売上の伸長率は落ち着きを取り戻しつつあり、４月～６月のセグメント利益(営業利益)が221百万円に対

し、７月～９月のセグメント利益(営業利益)は153百万円となりました。

その結果、売上高5,940百万円（前年同期比16.7％増）、セグメント利益（営業利益）374百万円（前年同期比

53.0％増）となりました。

(酒類製造事業)

当事業におきましては、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言中（2020年４月～５月）は、飲食店の

売上がほぼ無い状況となる一方で、家飲み等の巣ごもり需要によるスーパーや酒販店での売上が前期より増加とな

りましたが、４月及び５月の当事業全体の売上としては前期と比べて大幅な減少となりました。

　緊急事態宣言が解除された６月以降においては、飲食店における売り上げも徐々に回復の兆しをみせ、緊急事態

宣言中から続いていたスーパーや酒販店での売上は引き続き好調を維持し、６月の事業全体の売上としては前期程

度まで回復傾向にありましたが、７月には豪雨災害により物流倉庫が被害を受けことによる商品出荷停止期間が２

週間ほどあり、商品欠品の影響も８月まで続いたため、売上が伸び悩む要因となりました。

　その結果、売上高899百万円（前年同期比10.9％減）となりましたが、主に営業費用の削減による徹底したコスト

管理の成果もあり、セグメント利益（営業利益）は63百万円（前年同期比41.4％増）となりました。

(教育関連事業)

　当事業におきましては、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言（2020年４月～５月）中は、学校が休

校であった為、学校関連の副教材以外の売上については皆無でした。

緊急事態宣言が解除となった６月から休校が解除された事に伴い、学校関連の売上や塾関連の売上についても

徐々に戻りはじめ、７月～９月の売上については、前期よりも増加いたしました。

　また、前期から継続して取り組んでおります業務の内製化等による原価コストの低減や、一般管理費のコントロ

ールによる経費削減効果が着実に業績に表れてきており、４月～６月のセグメント損失(営業損失)67百万円に対し、

７月～９月のセグメント利益(営業利益)が67百万円と、利益を生み出せる事業環境が整ってまいりました。

　その結果、売上高618百万円（前年同期比26.4％減）、セグメント利益（営業利益）０百万円（前年同期 セグメ

ント損失（営業損失）485百万円）となりました。
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(その他)

当事業におきましては、その他教育関連事業等を行っており、売上高238百万円（前年同期比21.2％減）となり、

セグメント利益21百万円（前年同期比0.2％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当社グループの財政状態につきましては、当第２四半期連結会計期間末における総資産は5,362百万円となり、前

連結会計年度末に比べ166百万円増加いたしました。

これは主として、現金及び預金について76百万円、投資有価証券について195百万円、未収入金について93百万円

それぞれ増加しましたが、受取手形及び売掛金について135百万円、繰延税金資産について46百万円それぞれ減少し

たことなどによります。

当第２四半期連結会計期間末における負債は2,155百万円となり、前連結会計年度末に比べ285百万円減少いたし

ました。

これは主として、支払手形及び買掛金について348百万円、社債について20百万円、未払費用について15百万円、

それぞれ減少しましたが、長期借入金について139百万円増加したことなどによります。

当第２四半期連結会計期間末における純資産は3,206百万円となり、前連結会計年度末に比べ452百万円増加いた

しました。

これは主として、その他有価証券評価差額金が149百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益で378百万円それ

ぞれ増加しましたが、資本剰余金を原資とする配当実施で74百万円減少したことなどによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2021年３月期（2020年４月１日～2021年３月31日）の通期業績につきましては、2020年５月15日に発表した業績

予想値に対し、収益の増加を見込んでいることなどを理由に業績予想の修正をいたしました。

詳細につきましては、本日公表いたしました「2021年３月期第2四半期累計期間の連結業績予想と実績値との差異

及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、業績予想は現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的リスクや不確実性が含まれてお

ります。従いまして、実際の業績は様々な要因により上記の業績予想とは異なることがあります。
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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 1,406,862 1,483,467

預け金 822 822

受取手形及び売掛金 931,437 795,970

有価証券 693 1,636

商品及び製品 903,420 866,673

仕掛品 70,309 90,864

原材料及び貯蔵品 137,206 124,390

未収入金 39,468 133,460

その他 55,367 65,586

貸倒引当金 △150 △150

流動資産合計 3,545,438 3,562,721

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 318,833 321,579

その他（純額） 294,761 298,223

有形固定資産合計 613,595 619,802

無形固定資産 10,116 9,160

投資その他の資産

投資有価証券 517,628 713,516

敷金 202,188 196,926

出資金及び保証金 174,169 173,767

長期貸付金 2,563 2,563

破産更生債権等 19,447 4,468

繰延税金資産 135,408 89,200

その他 50,528 32,088

貸倒引当金 △75,601 △42,182

投資その他の資産合計 1,026,333 1,170,348

固定資産合計 1,650,044 1,799,311

資産合計 5,195,482 5,362,032
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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 1,152,868 804,868

1年内償還予定の社債 40,000 40,000

短期借入金 249,700 238,000

1年内返済予定の長期借入金 107,656 104,256

未払金 163,061 175,431

リース債務 1,438 1,148

未払法人税等 10,117 9,054

未払消費税等 79,259 55,861

未払費用 130,427 114,553

賞与引当金 6,428 6,663

返品調整引当金 1,920 1,373

その他 37,680 24,766

流動負債合計 1,980,558 1,575,977

固定負債

社債 60,000 40,000

長期借入金 238,992 381,864

リース債務 2,355 2,397

繰延税金負債 110 137

退職給付に係る負債 32,323 31,639

資産除去債務 45,526 45,734

負ののれん 75,260 71,509

その他 6,647 6,647

固定負債合計 461,215 579,929

負債合計 2,441,774 2,155,906

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 2,705,982 2,189,522

利益剰余金 △249,446 570,247

自己株式 △862 △876

株主資本合計 2,555,672 2,858,893

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 198,035 347,232

その他の包括利益累計額合計 198,035 347,232

純資産合計 2,753,708 3,206,125

負債純資産合計 5,195,482 5,362,032
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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 7,576,931 7,695,800

売上原価 6,373,782 6,040,649

売上総利益 1,203,149 1,655,150

販売費及び一般管理費 1,556,255 1,397,187

営業利益又は営業損失(△) △353,106 257,963

営業外収益

受取利息 91 6

受取配当金 299 186

有価証券運用益 95 942

受取賃貸料 13,848 13,672

貸倒引当金戻入額 60 -

受取保険金 - 88,756

その他 18,824 10,521

営業外収益合計 33,218 114,085

営業外費用

支払利息 3,562 2,270

不動産賃貸費用 12,000 12,000

たな卸資産廃棄損 - 73,613

その他 5,740 4,620

営業外費用合計 21,302 92,504

経常利益又は経常損失(△) △341,189 279,544

特別利益

関係会社株式売却益 - 102,908

特別利益合計 - 102,908

特別損失

減損損失 184,606 -

その他 8,194 -

特別損失合計 192,800 -

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（△）

△533,990 382,452

法人税等 4,934 4,321

四半期純利益又は四半期純損失（△） △538,925 378,130

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（△）

△538,925 378,130

　



株式会社エルアイイーエイチ(5856) 2021年３月期 第２四半期決算短信

― 7 ―

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（△） △538,925 378,130

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △125,429 149,196

その他の包括利益合計 △125,429 149,196

四半期包括利益 △664,354 527,327

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △664,354 527,327
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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。

　


