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１．2020年12月期第３四半期の業績（2020年１月１日～2020年９月30日）

（１）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 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 1,951 8.0 304 18.1 321 16.6 221 17.6

2019年12月期第３四半期 1,807 △5.2 257 △14.4 275 △12.6 188 △5.8
　

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 9.66 9.54

2019年12月期第３四半期 8.24 8.12
　

(注) 当社は、2019年８月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行い、また、2020年７月１日付で普通株式１株につき２株

の株式分割を行っております。2019年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益及び潜在株

式調整後１株当たり四半期純利益を算定しております。
　

（２）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 2,579 2,343 90.8

2019年12月期 2,582 2,304 89.2
(参考) 自己資本 2020年12月期第３四半期 2,342百万円 2019年12月期 2,304百万円
　

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 － 11.00 11.00

2020年12月期 － 0.00 －

2020年12月期(予想) 5.50 5.50
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　

当社は、2019年８月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行い、また、2020年７月１日付で普通株式１株につき２株

の株式分割を行っております。2019年12月期については、当該株式分割前の実際の配当金の金額を記載しております。

３．2020年12月期の業績予想（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 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 2,700 12.0 379 13.3 379 7.1 258 7.4 11.28
(注)１． 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無

当社は、2020年７月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。2020年12月期の期首に当該株式分割が行われた

と仮定して、１株当たり当期純利益を算定しております。

　　



※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　　

（２）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
　　

（３）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 23,028,000株 2019年12月期 23,010,000株

② 期末自己株式数 2020年12月期３Ｑ 100,742株 2019年12月期 100,660株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年12月期３Ｑ 22,914,811株 2019年12月期３Ｑ 22,845,442株
　

(注) 当社は、2019年８月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行い、また、2020年７月１日付で普通株式１株
につき２株の株式分割を行っております。2019年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、発行済株式
数（普通株式）を算定しております。

　

※ 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。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2019年12月31日)

当第３四半期会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,759,895 1,765,214

売掛金 330,706 394,162

仕掛品 25,043 14,545

その他 10,939 19,478

流動資産合計 2,126,583 2,193,400

固定資産

有形固定資産 5,692 4,768

無形固定資産 218 218

投資その他の資産

投資有価証券 384,193 299,337

その他 65,531 81,688

投資その他の資産合計 449,723 381,026

固定資産合計 455,634 386,012

資産合計 2,582,217 2,579,412

負債の部

流動負債

買掛金 140,795 121,287

未払法人税等 57,840 41,178

その他 75,760 70,807

流動負債合計 274,395 233,272

固定負債

資産除去債務 3,541 3,571

固定負債合計 3,541 3,571

負債合計 277,936 236,843

純資産の部

株主資本

資本金 316,156 317,308

資本剰余金 272,656 273,808

利益剰余金 1,774,955 1,870,325

自己株式 △27,402 △27,423

株主資本合計 2,336,364 2,434,018

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △32,788 △91,661

評価・換算差額等合計 △32,788 △91,661

新株予約権 705 212

純資産合計 2,304,281 2,342,569

負債純資産合計 2,582,217 2,579,412
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2019年１月１日
　至 2019年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 1,806,931 1,951,164

売上原価 1,325,771 1,448,295

売上総利益 481,159 502,869

販売費及び一般管理費 224,093 199,222

営業利益 257,066 303,647

営業外収益

受取利息 17 17

受取配当金 16,493 17,085

その他 1,644 202

営業外収益合計 18,153 17,304

営業外費用

その他 1 －

営業外費用合計 1 －

経常利益 275,219 320,951

税引前四半期純利益 275,219 320,951

法人税、住民税及び事業税 80,584 90,013

法人税等調整額 6,354 9,566

法人税等合計 86,938 99,580

四半期純利益 188,280 221,372
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（３）四半期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。

　


