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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第３四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年12月31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３四半期 109,761 △10.5 741 △40.0 1,332 △19.5 922 △12.2
2020年３月期第３四半期 122,657 2.6 1,235 48.2 1,655 26.7 1,050 20.7

(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 1,158百万円( 8.7％) 2020年３月期第３四半期 1,065百万円( 230.1％)
　

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３四半期 69.51 －

2020年３月期第３四半期 79.13 －
　　

（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３月期第３四半期 70,109 15,519 22.1

2020年３月期 67,121 14,626 21.8
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 15,506百万円 2020年３月期 14,614百万円

　

　

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 － 10.00 － 10.00 20.00

2021年３月期 － 10.00 －

2021年３月期(予想) 10.00 20.00
(注)１． 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

　

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 147,000 △9.5 1,000 △35.1 1,750 △16.0 1,200 △6.2 90.41
(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 ： 無
　

　

（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３Ｑ 13,767,052株 2020年３月期 13,767,052株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 494,144株 2020年３月期 494,009株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 13,273,013株 2020年３月期３Ｑ 13,273,239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、実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。詳細について
は、(添付資料)２ページ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
をご覧下さい。
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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、新型コロナウイルスの感染拡大により緊急事態宣言が発出さ

れ、社会経済活動が低調となったこと等から、非常に厳しい状況での推移となりました。５月下旬の緊急事態宣言

解除後は、感染拡大防止策を講じつつ社会経済活動のレベルを段階的に引き上げ、徐々に持ち直しの動きがみられ

ておりましたが、11月頃より新型コロナウイルスの感染者数が急増し、予断を許さない状況は続いております。

当住宅関連業界におきましては、新型コロナウイルスの感染拡大防止策の一環として外出自粛や社会経済活動が

制限されたこと等により、上期は新設住宅着工戸数が前年比11.3％減で推移したほか、着工している建築現場の一

時中断や延期、リフォーム・リノベーション工事の先送り等も発生したことから、住宅資材需要は低調な推移とな

りました。下期に入り、徐々に回復の兆しが見られ始めましたが、本格的な回復基調となる前に再び新型コロナウ

イルスの感染者数が増加傾向となったことから、経営環境は不安定な状況が継続しております。

このような環境の中で当社グループは、新型コロナウイルス感染拡大防止策として、テレワークへの対応やオン

ラインでの営業活動や会議の実施等働き方改革を推進する一方で、SDGｓへの取組みの一環として、引き続きエネル

ギー関連商材の拡販や非住宅木構造分野への取組みを強化するほか、中古マンションリノベーション業者への販売

強化などの既存の営業方針は維持しつつ、売上総利益率の改善や全社的なコスト削減策の実施など収益体質の改善

に取組んでまいりました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高が109,761百万円（前年同四半期10.5％減）、営

業利益が741百万円（前年同四半期40.0％減）、経常利益が1,332百万円（前年同四半期19.5％減）、親会社株主に

帰属する四半期純利益が922百万円（前年同四半期12.2％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比して2,988百万円増加の70,109百万円となりまし

た。これは主として、現金及び預金が2,154百万円増加したことによるものであります。

負債については、前連結会計年度末に比して2,095百万円増加の54,590百万円となりました。これは主として、短

期借入金が4,230百万円が増加した一方で、支払手形及び買掛金が3,124百万円減少したことによるものでありま

す。

純資産については、前連結会計年度末に比して892百万円増加の15,519百万円となりました。これは主として、利

益剰余金が657百万円増加したことによるものであります。

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末から0.3ポイント増加の22.1％となりました。

（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月期の通期連結業績予想につきましては、新型コロナウイルスの当社グループの業績に対する影響を合

理的に算出することが困難であるため未定としておりましたが、当第３四半期連結累計期間の業績及び現時点にお

いて入手可能な情報に基づき、通期連結業績予想を算出いたしましたので公表いたします。

詳細につきましては、本日（2021年１月27日）公表の「業績予想及び配当予想に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。

なお、今後の業績推移に応じて、業績予想の修正が必要と判断した場合は、速やかに公表いたします。
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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：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,721 12,876

受取手形及び売掛金 33,354 32,482

電子記録債権 4,310 5,172

たな卸資産 3,791 4,412

その他 851 984

貸倒引当金 △84 △80

流動資産合計 52,944 55,848

固定資産

有形固定資産

土地 8,308 8,243

その他 2,394 2,350

有形固定資産合計 10,702 10,593

無形固定資産

のれん 76 52

その他 343 347

無形固定資産合計 420 400

投資その他の資産

投資有価証券 1,751 2,042

その他 1,383 1,297

貸倒引当金 △80 △72

投資その他の資産合計 3,054 3,268

固定資産合計 14,176 14,261

資産合計 67,121 70,109
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 34,054 30,929

電子記録債務 9,005 9,461

短期借入金 800 5,030

1年内返済予定の長期借入金 1,020 1,240

未払法人税等 548 35

賞与引当金 830 264

その他の引当金 87 54

その他 1,812 2,672

流動負債合計 48,160 49,689

固定負債

長期借入金 2,078 2,448

繰延税金負債 487 766

引当金 361 343

退職給付に係る負債 411 424

その他 996 918

固定負債合計 4,334 4,900

負債合計 52,494 54,590

純資産の部

株主資本

資本金 850 850

資本剰余金 294 294

利益剰余金 13,250 13,907

自己株式 △231 △232

株主資本合計 14,162 14,819

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 490 720

繰延ヘッジ損益 △0 1

退職給付に係る調整累計額 △38 △35

その他の包括利益累計額合計 452 686

非支配株主持分 11 12

純資産合計 14,626 15,519

負債純資産合計 67,121 70,109
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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：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 122,657 109,761

売上原価 109,927 98,120

売上総利益 12,729 11,640

販売費及び一般管理費 11,493 10,899

営業利益 1,235 741

営業外収益

受取利息及び配当金 60 64

仕入割引 294 257

不動産賃貸料 222 217

雇用調整助成金 - 166

その他 101 110

営業外収益合計 678 816

営業外費用

支払利息 17 26

売上割引 204 173

その他 36 26

営業外費用合計 258 225

経常利益 1,655 1,332

特別利益

固定資産売却益 5 12

事業譲渡益 - 63

特別利益合計 5 75

特別損失

固定資産売却損 - 10

固定資産除却損 20 2

特別損失合計 20 13

税金等調整前四半期純利益 1,641 1,394

法人税、住民税及び事業税 417 260

法人税等調整額 171 210

法人税等合計 588 470

四半期純利益 1,052 923

非支配株主に帰属する四半期純利益 1 1

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,050 922
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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：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益 1,052 923

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 22 229

繰延ヘッジ損益 2 2

退職給付に係る調整額 △10 2

その他の包括利益合計 13 234

四半期包括利益 1,065 1,158

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,063 1,157

非支配株主に係る四半期包括利益 1 1
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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。

　


