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(百万円未満切捨て)

１．2021年５月期第２四半期の業績（2020年６月１日～2020年11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 ％

2021年５月期第２四半期 1,312 △23.2 58 △66.1 85 △56.9 55 △57.7

2020年５月期第２四半期 1,708 1.6 173 7.7 197 6.1 131 3.9
　

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５月期第２四半期 7.19 7.19

2020年５月期第２四半期 18.01 17.18
　　

（２）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５月期第２四半期 3,307 2,488 75.2 321.89

2020年５月期 3,320 2,382 71.7 315.70
(参考) 自己資本 2021年５月期第２四半期 2,488百万円 2020年５月期 2,380百万円
　　　

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５月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2021年５月期 － 0.00

2021年５月期(予想) － － －

(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５月期の業績予想（2020年６月１日～2021年５月31日）
　2021年５月期の業績予想につきましては、新型コロナウィルス感染症の影響が今後も続くと予想されるため、現時
点において合理的に算定することが困難なことから未定としております。今後、業績予想が可能となった段階で速や
かに公表いたします。

　　



※ 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) 2021年５月期２Ｑ 7,732,000株 2020年５月期 7,542,000株

② 期末自己株式数 2021年５月期２Ｑ －株 2020年５月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年５月期２Ｑ 7,731,005株 2020年５月期２Ｑ 7,290,066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

　2021年５月期の業績予想につきましては、新型コロナウィルス感染症の影響が今後も続くと予想されることか
ら、現時点において合理的に算定することが困難なことから未定としております。業績予想が可能となった段階で
速やかに公表いたします。
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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影響により、経済・社会活動が制

限され、個人消費の低迷や経済活動の停滞等、厳しい状況が続き先行き不透明な状況となっております。

　当社が属する建設業界におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による経済活動の抑制から、工事の一

時中止や工事の延期、受注の遅れ等が見受けられましたが、公共投資並びに民間投資は底堅く推移いたしました。

　しかしながら、施工を行う技術者不足が解消されていないことに加え、資材価格や労務費といった建設コストの

高騰が工事収益を圧迫する等、引き続き厳しい状況が続いております。

このような状況の中、当社は、既存店におけるパートナー（工務店等）との関係強化に取り組み、受注拡大を図

って参りました。また、原価低減と経費削減、工事採算性を重視した受注方針の徹底、施工管理と品質・技術の向

上に努めるとともに、人材採用及び育成にも積極的に取り組み、業容拡大や収益力の向上等も図って参りました。

これらにより、当第２四半期累計期間における売上高は、新型コロナウイルス感染症の影響により1,312,801千

円（前年同期比23.2%減）となりました。営業利益は、売上高の減少に伴う売上総利益の減少により58,778千円

（前年同期比66.1％減）となりました。経常利益は、85,089千円（前年同期比56.9％減）、四半期純利益は、

55,593千円（前年同期比57.7％減）となりました。

セグメント別の経営成績は、以下のとおりであります。

（ホームメイキャップ事業）

ホームメイキャップ事業におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により工事の一時中止や工事の延

期、訪問等による営業活動の自粛から受注の遅れ等、工事への影響を受けた結果、売上高は1,210,869千円（前年

同期比24.4％減）となり、セグメント利益は150,747千円（前年同期比44.8％減）となりました。

（建築工事業）

建築工事業におきましては、新築及び改修工事等が減少したため、売上高は94,749千円（前年同期比8.6％減）

となり、セグメント利益は7,392千円（前年同期比48.2％減）となりました。

（その他）

不動産売買取引を行う不動産事業とＦＣ加盟店に対するコーティング材等の販売に関する事業等で構成されるそ

の他の事業におきましては、材料販売等の増加により、売上高は7,182千円（前年同期比154.0％増）となり、セグ

メント利益は2,742千円（前年同期比179.6％増)となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期会計期間末における資産の部は、前事業年度末に比べ13,335千円減少し、3,307,429千円となりま

した。これは主に、現金及び預金の134,551千円の減少、受取手形の44,526千円の減少、電子記録債権の43,782千

円の減少、未成工事支出金の95,845千円の増加、売掛金の47,953千円の増加等によるものであります。

負債の部は、前事業年度末に比べ120,055千円減少し、818,608千円となりました。これは主に、工事未払金の

45,905千円の減少、支払手形の11,667千円の減少等によるものであります。

純資産の部は、前事業年度末に比べ106,719千円増加し、2,488,820千円となりました。これは主に、資本金の

23,351千円の増加、資本剰余金の23,351千円の増加、利益剰余金の55,594千円の増加等によるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年５月期の業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響が今後も続くと予想され、さらに

2021年１月７日に政府より新型コロナウィルスに関する２回目の緊急事態宣言が行われたことも加わり、現時点に

おいて合理的に算定することが困難なことから未定としております。業績予想が可能となった段階で速やかに公表

いたします。
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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
(2020年５月31日)

当第２四半期会計期間
(2020年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,263,355 1,128,804

受取手形 135,046 90,520

電子記録債権 63,641 19,859

完成工事未収入金 335,292 368,143

売掛金 8,883 56,837

未成工事支出金 209,155 305,000

仕掛販売用不動産 2,988 33,049

原材料及び貯蔵品 13,290 12,686

その他 26,690 29,469

貸倒引当金 △7,494 △13,310

流動資産合計 2,050,849 2,031,061

固定資産

有形固定資産

土地 389,654 389,654

その他（純額） 229,872 216,653

有形固定資産合計 619,526 606,307

無形固定資産 33,573 28,725

投資その他の資産

投資有価証券 277,985 285,960

その他 351,634 367,434

貸倒引当金 △12,804 △12,059

投資その他の資産合計 616,815 641,335

固定資産合計 1,269,915 1,276,368

資産合計 3,320,764 3,307,429

負債の部

流動負債

支払手形 241,064 229,397

工事未払金 241,086 195,181

買掛金 42,922 53,421

1年内返済予定の長期借入金 15,158 13,992

未払法人税等 49,277 41,319

完成工事補償引当金 24,826 27,731

その他 203,374 148,916

流動負債合計 817,710 709,959

固定負債

長期借入金 113,222 106,226

その他 7,731 2,422

固定負債合計 120,953 108,648

負債合計 938,663 818,608
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年５月31日)

当第２四半期会計期間
(2020年11月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 367,978 391,329

資本剰余金 376,745 400,096

利益剰余金 1,628,117 1,683,711

株主資本合計 2,372,841 2,475,137

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 8,141 13,683

評価・換算差額等合計 8,141 13,683

新株予約権 1,118 －

純資産合計 2,382,101 2,488,820

負債純資産合計 3,320,764 3,307,429
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年６月１日
　至 2019年11月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年６月１日
　至 2020年11月30日)

売上高 1,708,979 1,312,801

売上原価 1,173,134 898,459

売上総利益 535,844 414,342

販売費及び一般管理費 362,706 355,564

営業利益 173,138 58,778

営業外収益

不動産賃貸収入 5,244 4,964

有価証券利息 6,899 6,646

売電収入 22,604 23,526

その他 3,048 2,597

営業外収益合計 37,796 37,733

営業外費用

支払利息 821 680

売電費用 954 1,171

減価償却費 9,980 8,939

その他 1,619 630

営業外費用合計 13,375 11,422

経常利益 197,558 85,089

特別利益

新株予約権戻入益 － 206

特別利益合計 － 206

税引前四半期純利益 197,558 85,296

法人税、住民税及び事業税 72,993 36,461

法人税等調整額 △6,752 △6,759

法人税等合計 66,240 29,702

四半期純利益 131,318 55,593
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年６月１日
　至 2019年11月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年６月１日
　至 2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 197,558 85,296

減価償却費 21,403 20,602

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,843 5,070

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 4,273 2,904

受取利息及び受取配当金 △7,277 △7,546

支払利息 821 680

売上債権の増減額（△は増加） △171,193 7,502

たな卸資産の増減額（△は増加） △26,225 △125,302

仕入債務の増減額（△は減少） 305,659 △47,072

未成工事受入金の増減額（△は減少） 54,246 5,903

その他 6,909 △55,716

小計 397,021 △107,677

利息及び配当金の受取額 5,112 5,483

利息の支払額 △706 △787

法人税等の支払額 △85,342 △45,212

営業活動によるキャッシュ・フロー 316,085 △148,193

投資活動によるキャッシュ・フロー

保険積立金の積立による支出 △20,705 △20,429

有形固定資産の取得による支出 △222 △1,433

無形固定資産の取得による支出 △233 －

貸付金の回収による収入 350 84

敷金及び保証金の差入による支出 － △330

敷金及び保証金の回収による収入 455 68

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,355 △22,040

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △9,440 △8,162

リース債務の返済による支出 △1,978 △2,037

新株予約権の行使による株式の発行による収入 3,133 45,790

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,285 35,590

現金及び現金同等物に係る換算差額 55 92

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 287,500 △134,551

現金及び現金同等物の期首残高 785,332 1,263,355

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,072,832 1,128,804
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（４）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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期累計期間(自 2019年６月１日 至 2019年11月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
その他
（注）

合計ホームメイキャ
ップ事業

建築工事業 小計

売上高

外部顧客への売上高 1,602,523 103,627 1,706,150 2,828 1,708,979

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 1,602,523 103,627 1,706,150 2,828 1,708,979

セグメント利益 273,020 14,259 287,279 981 288,260

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＦＣ加盟店に対するコーティング材

等の販売に関する事業等を含んでおります。

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異

調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 287,279

「その他」の区分の利益 981

全社費用(注) △115,122

四半期損益計算書の営業利益 173,138

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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Ⅱ 当第２四半期累計期間(自 2020年６月１日 至 2020年11月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
その他
（注）

合計ホームメイキャ
ップ事業

建築工事業 小計

売上高

外部顧客への売上高 1,210,869 94,749 1,305,619 7,182 1,312,801

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 1,210,869 94,749 1,305,619 7,182 1,312,801

セグメント利益 150,747 7,392 158,139 2,742 160,882

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＦＣ加盟店に対するコーティング材

等の販売に関する事業等を含んでおります。

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異

調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 158,139

「その他」の区分の利益 2,742

全社費用(注) △102,104

四半期損益計算書の営業利益 58,778

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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（重要な後発事象）

　(固定資産の譲渡について)

　当社は2020年12月11日開催の取締役会において固定資産の売却を決議し、2020年12月14日に契約締結をいたし

ました。

　 ①譲渡の理由

当社は資産効率及び財務体質の更なる向上を図るため、当社が保有する固定資産を譲渡することといたしまし

た。

　 ②譲渡資産の内容

資産の内容及び所在地 譲渡益(百万円) 現況

機械装置

山口県下関市一の宮卸本町
136 太陽光発電設備

（注）１．譲渡価額および帳簿価額につきましては、譲渡先の意向により非開示とさせていただきます。

　 ２．譲渡益につきましては、譲渡価額から帳簿価額、譲渡に係る費用等の見積額を控除した概算額です。

　 ３．当該設備売却後も当該設備を設置しております土地は所有し譲渡先へ賃貸する予定であります。

③譲渡先の概要

　 譲渡先は国内の事業法人でありますが、譲渡先の意向により非開示とさせていただきます。

なお、譲渡先と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及び関連当事者として特記すべき事項はございま

せん。併せて、譲渡先は反社会的勢力ではないことも確認しております。

④譲渡の日程

　 取締役会決議日 2020年12月11日

　 契約締結予定日 2020年12月14日

引渡期日 2021年１月31日(予定)

　 ⑤当該事象の損益に与える影響

　 当該固定資産の譲渡に伴い、2021年５月期第３四半期において固定資産売却益136百万円を特別利益として計上

する予定であります。

　


