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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 1,855 20.8 415 △15.5 406 △16.6 265 △18.6 

2020年３月期第２四半期 1,535 17.9 492 7.9 486 5.8 326 6.6 
 
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 263 百万円 (  △18.5  ％) 2020年３月期第２四半期 322 百万円 (  5.1 ％) 

  

 
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 39.15 ― 

2020年３月期第２四半期 48.52 48.09 
  

（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 2,761 2,295 83.1 

2020年３月期 2,920 2,303 78.9 
 
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 2,295 百万円  2020年３月期 2,303 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 ― 40.00 40.00 

2021年３月期 ― 0.00       

2021年３月期(予想)     ― 40.00 40.00 

(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 4,050 10.4 1,250 13.5 1,255 13.5 834 11.9 123.89 

(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 ： 無 

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 

  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 6,790,000株 2020年３月期 6,790,000株 

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 239株 2020年３月期 205株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 6,789,765株 2020年３月期２Ｑ 6,729,850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、その業績を当社としてお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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１．四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 2,120,255 1,939,840

売掛金 420,923 407,232

仕掛品 41,345 55,756

前払費用 8,566 6,489

その他 558 67

流動資産合計 2,591,649 2,409,386

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 27,674 26,460

工具、器具及び備品（純額） 10,310 15,863

有形固定資産合計 37,985 42,324

無形固定資産

ソフトウエア 38,052 38,800

商標権 347 305

無形固定資産合計 38,400 39,105

投資その他の資産

投資有価証券 181,926 201,177

繰延税金資産 21,277 21,117

敷金及び保証金 49,047 48,647

投資その他の資産合計 252,251 270,942

固定資産合計 328,637 352,372

資産合計 2,920,286 2,761,758
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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

買掛金 213,713 201,468

未払金 63,489 72,729

未払費用 8,626 7,514

未払法人税等 249,145 131,495

未払消費税等 73,364 23,395

前受金 2,916 2,415

その他 5,181 27,602

流動負債合計 616,437 466,620

負債合計 616,437 466,620

純資産の部

株主資本

資本金 263,778 263,778

資本剰余金 253,298 253,298

利益剰余金 1,789,486 1,783,718

自己株式 △607 △751

株主資本合計 2,305,954 2,300,042

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △2,105 △4,904

その他の包括利益累計額合計 △2,105 △4,904

純資産合計 2,303,848 2,295,138

負債純資産合計 2,920,286 2,761,758

　



株式会社ダブルスタンダード(3925) 2021年３月期 第２四半期決算短信

4

（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 1,535,982 1,855,831

売上原価 762,961 1,124,616

売上総利益 773,020 731,215

販売費及び一般管理費 280,990 315,280

営業利益 492,030 415,934

営業外収益

その他 30 24

営業外収益合計 30 24

営業外費用

持分法による投資損失 5,187 9,812

営業外費用合計 5,187 9,812

経常利益 486,874 406,146

特別損失

投資有価証券評価損 ― 14,602

特別損失合計 ― 14,602

税金等調整前四半期純利益 486,874 391,544

法人税、住民税及び事業税 156,846 124,324

法人税等調整額 3,491 1,396

法人税等合計 160,337 125,721

四半期純利益 326,536 265,823

非支配株主に帰属する四半期純利益 ― ―

親会社株主に帰属する四半期純利益 326,536 265,823
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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 326,536 265,823

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,772 △2,798

その他の包括利益合計 △3,772 △2,798

四半期包括利益 322,764 263,024

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 322,764 263,024

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 486,874 391,544

減価償却費 11,368 12,256

受取利息及び受取配当金 △4 △5

投資有価証券評価損益（△は益） ― 14,602

持分法による投資損益（△は益） 5,187 9,812

売上債権の増減額（△は増加） △160,947 13,690

仕掛品の増減額（△は増加） △20,792 △14,410

前払費用の増減額（△は増加） 4,683 2,077

仕入債務の増減額（△は減少） 4,095 △12,244

未払金の増減額（△は減少） 4,080 10,418

未払費用の増減額（△は減少） △5,605 △1,112

前受金の増減額（△は減少） △137 △501

未払消費税等の増減額（△は減少） △20,526 △49,969

その他 △4,199 20,266

小計 304,076 396,424

利息及び配当金の受取額 4 5

法人税等の支払額 △184,215 △240,003

営業活動によるキャッシュ・フロー 119,864 156,426

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 △1,953 △9,361

無形固定資産の取得による支出 △2,700 △8,611

投資有価証券の取得による支出 △112,827 ―

関係会社株式の取得による支出 ― △47,700

投資活動によるキャッシュ・フロー △117,481 △65,672

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 ― △143

配当金の支払額 △161,173 △271,025

財務活動によるキャッシュ・フロー △161,173 △271,168

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △158,789 △180,414

現金及び現金同等物の期首残高 1,658,279 2,120,255

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,499,489 1,939,840
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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。

　


