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1. 2021年9月期第1四半期の連結業績（2020年10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9月期第1四半期 1,253 △20.3 41 ― 44 ― 31 ―

2020年9月期第1四半期 1,573 17.4 △0 ― △0 ― △5 ―

（注）包括利益 2021年9月期第1四半期　　31百万円 （―％） 2020年9月期第1四半期　　△5百万円 （―％）

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9月期第1四半期 4.91 ―

2020年9月期第1四半期 △0.79 ―

（注）2021年9月期第1四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、条件付発行可能潜在株式として取り扱われ
る新株予約権であり、所定の条件をみたしておらず希薄化効果を有していないため、記載しておりません。

(2) 連結財政状態

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9月期第1四半期 4,185 2,347 56.0 368.08

2020年9月期 4,487 2,348 52.3 368.21

（参考）自己資本 2021年9月期第1四半期 2,344百万円 2020年9月期 2,345百万円

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9月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

2021年9月期 ―

2021年9月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

（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 9月期の連結業績予想（2020年10月 1日～2021年 9月30日）

（％表示は、通期は対前期、四半期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

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

第2四半期(累計) 2,757 △14.1 64 △19.5 62 △20.6 43 △28.4 6.83

通期 6,907 21.2 352 138.0 348 123.2 244 60.8 38.31

（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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 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9月期1Q 6,375,284 株 2020年9月期 6,375,284 株

② 期末自己株式数 2021年9月期1Q 6,277 株 2020年9月期 6,277 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年9月期1Q 6,369,007 株 2020年9月期1Q 6,369,007 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．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１四半期連結累計期間における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響により経済

活動と個人消費が停滞し、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。

建設業界におきましては、公共投資は堅調に推移したものの、民間設備投資は新型コロナウイルス感染症の影響

による工事計画の延期や見直し等の影響を受け、受注環境は厳しさを増しております。

このような状況の中、当社グループは営業活動の積極的な展開と原価の低減に努めてまいりました。

以上の結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間の受注高は、15億１千１百万円（前年同四半期比117.9

％増）、売上高は12億５千３百万円（前年同四半期比20.3％減）となりました。

利益につきましては、売上総利益率の改善や販管費の減少などにより、営業利益は４千１百万円（前年同四半期

は０百万円の営業損失）、経常利益は４千４百万円（前年同四半期は０百万円の経常損失）となり、親会社株主に

帰属する四半期純利益は３千１百万円（前年同四半期は５百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）となりま

した。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

（電気工事業）

電気工事業については、当第１四半期連結累計期間の受注高は15億１千１百万円（前年同四半期比117.9％

増）、特別高圧変電所工事が順調に推移したものの前期からの繰越工事が前年同期より少なかったことにより売

上高は11億２百万円（前年同四半期比20.1％減）、セグメント利益（営業利益）は２千７百万円（前年同四半期

比291.9％増）となりました。

（建物管理・清掃業）

建物管理・清掃業については、引き続き価格競争が厳しい環境下にあり、当第１四半期連結累計期間の売上高

は１億５千１百万円（前年同四半期比21.9％減）、管理費の削減に努めたことによりセグメント利益（営業利

益）は１千４百万円（前年同四半期は７百万円のセグメント損失）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ３億１百万円減少し、41億８千５百

万円となっております。また、負債合計は、前連結会計年度末に比べ３億円減少し、18億３千７百万円となってお

ります。純資産合計は、前連結会計年度末に比べ０百万円減少し、23億４千７百万円となっております。

資産の減少の主な要因は、現金預金９千１百万円及び受取手形・完成工事未収入金等１億８千６百万円の減少に

よるものであります。

負債の減少の主な要因は、工事未払金３億１千万円の減少によるものであります。

純資産の減少の主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益３千１百万円の計上もありましたが、配当によ

る剰余金の取崩し３千１百万円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

通期の業績予想については、2020年11月13日に公表した数値から変更しておりません。

今後、新型コロナウイルス感染症の状況など、当社の業績に影響を及ぼす事象が生じ、業績予想の修正が必要と

なった場合は、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：千円)

前連結会計年度
(2020年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 2,629,772 2,537,936

受取手形・完成工事未収入金等 970,785 784,441

未成工事支出金 105,345 124,203

未収消費税等 137,061 78,688

その他 21,389 25,862

貸倒引当金 △23,143 △21,001

流動資産合計 3,841,210 3,530,131

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 386,037 386,037

機械・運搬具 429,781 450,981

工具器具・備品 104,509 105,624

土地 328,042 328,042

減価償却累計額及び減損損失累計額 △747,730 △758,059

有形固定資産合計 500,638 512,625

無形固定資産 2,872 2,677

投資その他の資産

投資有価証券 50,000 50,000

繰延税金資産 59,421 56,299

その他 33,375 34,218

貸倒引当金 △151 △101

投資その他の資産合計 142,645 140,416

固定資産合計 646,156 655,719

資産合計 4,487,367 4,185,850
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

工事未払金 840,909 530,244

短期借入金 200,000 200,000

１年内返済予定の長期借入金 87,600 87,600

未払法人税等 31,006 15,523

未払消費税等 9,846 7,706

未成工事受入金 455,592 485,061

賞与引当金 12,670 6,377

完成工事補償引当金 760 620

その他 74,997 101,212

流動負債合計 1,713,382 1,434,345

固定負債

長期借入金 362,500 340,600

再評価に係る繰延税金負債 6,163 6,163

退職給付に係る負債 52,719 53,340

その他 3,880 3,509

固定負債合計 425,264 403,613

負債合計 2,138,646 1,837,959

純資産の部

株主資本

資本金 989,669 989,669

資本剰余金 763,694 763,694

利益剰余金 769,861 769,032

自己株式 △1,940 △1,940

株主資本合計 2,521,285 2,520,456

その他の包括利益累計額

土地再評価差額金 △176,165 △176,165

その他の包括利益累計額合計 △176,165 △176,165

新株予約権 3,600 3,600

純資産合計 2,348,720 2,347,891

負債純資産合計 4,487,367 4,185,850
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年10月１日
　至 2019年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
　至 2020年12月31日)

売上高

完成工事高 1,380,137 1,102,402

不動産管理売上高 193,484 151,054

売上高合計 1,573,621 1,253,457

売上原価

完成工事原価 1,205,430 907,607

不動産管理売上原価 151,099 106,871

売上原価合計 1,356,529 1,014,479

売上総利益

完成工事総利益 174,707 194,795

不動産管理売上総利益 42,385 44,183

売上総利益合計 217,092 238,978

販売費及び一般管理費 217,277 197,628

営業利益又は営業損失（△） △185 41,349

営業外収益

受取利息 25 25

助成金収入 ― 2,200

補助金収入 ― 625

還付加算金 ― 994

匿名組合投資利益 900 900

その他 113 1,070

営業外収益合計 1,038 5,815

営業外費用

支払利息 1,441 2,237

その他 0 ―

営業外費用合計 1,441 2,237

経常利益又は経常損失（△） △588 44,927

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△588 44,927

法人税、住民税及び事業税 2,174 10,790

法人税等調整額 2,287 2,870

法人税等合計 4,462 13,660

四半期純利益又は四半期純損失（△） △5,050 31,266

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△5,050 31,266
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年10月１日
　至 2019年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △5,050 31,266

四半期包括利益 △5,050 31,266

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △5,050 31,266
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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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 2019年10月１日 至 2019年12月31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

合計
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２電気工事業
建物管理
・清掃業

売上高

外部顧客への売上高 1,380,137 193,484 1,573,621 ― 1,573,621

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 209 209 △209 ―

計 1,380,137 193,693 1,573,830 △209 1,573,621

セグメント利益又は損失（△） 6,920 △7,106 △185 0 △185

(注) １ 売上高の調整額△209千円及びセグメント利益又は損失の調整額０千円は、セグメント間取引の消去の額で

あります。

２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．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。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2020年10月１日 至 2020年12月31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

合計
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２電気工事業
建物管理
・清掃業

売上高

外部顧客への売上高 1,102,402 151,054 1,253,457 ― 1,253,457

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 209 209 △209 ―

計 1,102,402 151,263 1,253,666 △209 1,253,457

セグメント利益 27,123 14,225 41,349 0 41,349

(注) １ 売上高の調整額△209千円及びセグメント利益の調整額０千円は、セグメント間取引の消去の額でありま

す。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．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）

（募集新株予約権（有償ストックオプション）の割当）

当社は、2020年12月23日開催の取締役会における決議に基づき、次のとおり2021年１月８日開催の取締役会に

おいて当社取締役に対して新株予約権を割当てることを決議し、2021年１月12日に割当てをいたしました。

１．新株予約権の割当対象者及び割当てる新株予約権の総数

当社取締役１名 3,000個（新株予約権１個当たりの目的である株式の数は100株）

２．新株予約権の払込金額

新株予約権１個当たり300円

３．新株予約権の割当日

2021年１月12日

　


