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(百万円未満切捨て)

１．2021年２月期第３四半期の連結業績（2020年３月１日～2020年11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２月期第３四半期 5,549 △9.7 181 △66.3 410 △25.3 255 △27.3

2020年２月期第３四半期 6,146 0.8 539 22.9 549 22.5 351 18.9
(注) 包括利益 2021年２月期第３四半期 255百万円( △27.3％)2020年２月期第３四半期 351百万円( 18.9％)
　

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２月期第３四半期 32.46 －

2020年２月期第３四半期 44.13 －
　

　

（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２月期第３四半期 3,976 3,106 78.0

2020年２月期 4,327 3,088 71.4
(参考) 自己資本 2021年２月期第３四半期 3,100百万円 2020年２月期 3,088百万円

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２月期 － 15.00 － 15.00 30.00

2021年２月期 － 16.00 －

2021年２月期(予想) 16.00 32.00
(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２月期の連結業績予想（2020年３月１日～2021年２月28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 7,700 △7.7 200 △68.4 400 △38.1 240 △45.0 30.51
(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 ： 有
　

　

（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２月期３Ｑ 8,167,498株 2020年２月期 8,167,498株

② 期末自己株式数 2021年２月期３Ｑ 300,215株 2020年２月期 300,215株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年２月期３Ｑ 7,867,283株 2020年２月期３Ｑ 7,956,569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

上記の2021年２月期業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々
な要因により予想数値と異なる可能性がありますことをご了承ください。
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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による景気支援策の効果や海外経済の改善もあって一部

で持ち直しの動きが見られるものの、感染拡大の第３波の兆候が見え始め、引き続き、厳しい状況が続くと見込ま

れております。情報サービス産業においては、クラウドサービスの活用や、テレワーク環境の整備・強化に加え、

DX（デジタル・トランスフォーメーション）需要の増加が見込まれています。同時に、不要不急の投資の抑制や、

顧客の減収による開発計画の延期など、不透明な要素も見え隠れしています。

このような状況の中、当社グループにおきましては、派遣業務における主要顧客からの業務縮小を補うべく、そ

の他の既存顧客への営業や、新規顧客開拓を推し進めてまいりました。既存顧客においては、緊急事態宣言時の予

算引き締めの反動が一部発生したと思われ、派遣・請負業務ともに、受注は堅調に推移いたしました。しかしなが

らすべての減収分を吸収するまでには至りませんでした。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は5,549百万円（前年同期比9.7％減）、営業利益は181百

万円（同66.3％減）、経常利益は410百万円（同25.3％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は255百万円（同

27.3％減）となりました。

なお、当社グループは単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。

（２）財政状態に関する説明

（資産、負債及び純資産の状況）

当第３四半期連結会計期間末における資産合計額は3,976百万円となり、前連結会計年度末比350百万円の減少と

なりました。これは主に、現金及び預金が236百万円減少したこと、受取手形及び売掛金が188百万円減少したこと

によるものであります。

負債合計額は870百万円となり、前連結会計年度末比368百万円の減少となりました。これは主に、未払法人税等

が112百万円減少したこと、賞与引当金が227百万円減少したことによるものであります。

純資産合計額は3,106百万円となり、前連結会計年度末比17百万円の増加となりました。これは、親会社株主に帰

属する四半期純利益の計上等に伴い利益剰余金が11百万円増加したこと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

通期の連結業績予想につきましては、2020年７月８日に公表いたしました連結業績予想から変更はありません。

業績予想を見直す必要が生じた場合には、速やかに開示する予定であります。
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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２月29日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,878,908 1,642,573

受取手形及び売掛金 1,010,031 821,353

仕掛品 221,932 321,874

原材料 10,671 11,379

その他 369,487 354,952

貸倒引当金 △6,064 △4,928

流動資産合計 3,484,965 3,147,205

固定資産

有形固定資産

土地 410,407 410,407

その他（純額） 118,710 113,577

有形固定資産合計 529,118 523,984

無形固定資産

のれん 6,280 －

その他 10,835 9,644

無形固定資産合計 17,115 9,644

投資その他の資産 296,539 296,160

固定資産合計 842,773 829,789

資産合計 4,327,739 3,976,995

負債の部

流動負債

買掛金 8,302 4,503

未払費用 86,131 142,918

未払法人税等 167,756 55,333

賞与引当金 236,268 9,078

受注損失引当金 238 7,202

その他 526,995 487,732

流動負債合計 1,025,692 706,768

固定負債

役員退職慰労引当金 103,426 53,117

その他 109,975 110,962

固定負債合計 213,401 164,080

負債合計 1,239,094 870,848

純資産の部

株主資本

資本金 214,265 214,265

資本剰余金 119,265 119,265

利益剰余金 3,096,943 3,108,462

自己株式 △341,828 △341,828

株主資本合計 3,088,645 3,100,163

新株予約権 － 5,982

純資産合計 3,088,645 3,106,146

負債純資産合計 4,327,739 3,976,995
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年３月１日
　至 2019年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
　至 2020年11月30日)

売上高 6,146,197 5,549,878

売上原価 4,878,320 4,648,972

売上総利益 1,267,877 900,905

販売費及び一般管理費 728,204 719,304

営業利益 539,672 181,601

営業外収益

受取利息 15 12

保険配当金 11,394 10,970

受取保険金 － 30,000

雇用調整助成金 － 186,305

その他 1,541 1,997

営業外収益合計 12,950 229,285

営業外費用

支払利息 204 126

自己株式取得費用 2,131 －

その他 333 7

営業外費用合計 2,670 133

経常利益 549,953 410,753

特別損失

災害による損失 6,375 －

特別損失合計 6,375 －

税金等調整前四半期純利益 543,577 410,753

法人税等 192,423 155,348

四半期純利益 351,153 255,404

親会社株主に帰属する四半期純利益 351,153 255,404
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年３月１日
　至 2019年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
　至 2020年11月30日)

四半期純利益 351,153 255,404

四半期包括利益 351,153 255,404

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 351,153 255,404

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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用の計算

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む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。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（セグメント情報等）

当社グループはエンジニアリング事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　


