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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 248,329 △7.6 13,461 △24.5 14,093 △23.3 10,017 △28.6

2020年３月期第３四半期 268,775 12.7 17,824 16.2 18,382 13.4 14,029 20.5

(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 11,865百万円( △2.0％) 2020年３月期第３四半期 12,104百万円( 37.6％)
　

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 183.13 －

2020年３月期第３四半期 256.48 －
　

　

（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 515,749 205,339 39.4

2020年３月期 497,045 199,287 39.6

(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 202,954百万円 2020年３月期 196,872百万円
　

　

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 － － － 105.00 105.00

2021年３月期 － － －

2021年３月期(予想) 105.00 105.00

(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 330,000 △15.7 18,500 △26.9 19,100 △26.1 18,000 △3.9 329.06

(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

　 (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３Ｑ 55,591,502株 2020年３月期 55,591,502株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 890,421株 2020年３月期 889,742株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 54,701,421株 2020年３月期３Ｑ 54,702,561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
本資料に記載の業績予想は、本資料の発表日現在において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って異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利
用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料２ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」
をご覧ください。

　　



(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第３四半期の個別業績（2020年４月１日～2020年12月31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３月期第３四半期 241,920 △7.4 13,188 △24.6 13,840 △26.4 10,185 △30.1

2020年３月期第３四半期 261,140 13.6 17,494 16.3 18,795 18.1 14,570 26.9

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３月期第３四半期 186.21 －

2020年３月期第３四半期 266.35 －

（２）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 505,751 200,099 39.6

2020年３月期 483,112 193,587 40.1

(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 200,099 百万円 　2020年３月期 193,587 百万円

２．2021年３月期の個別業績予想（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 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 322,000 △14.6 18,000 △27.0 18,600 △28.3 18,200 △4.9 332.72

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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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、国内外における新型コロナウイルス感染症の影響により、引

き続き厳しい状況となりました。今後、各種政策の効果や海外経済の改善により持ち直しの動きが続くことが期待

されますが、国内外における本感染症拡大による社会経済活動への影響が内外経済を下振れさせるリスクに十分注

意する必要があります。また、金融資本市場の変動等の影響を注視する必要があります。

建設業界におきましては、政府建設投資は堅調に推移する一方、本感染症の影響等により、民間建設投資は先行

き不透明な状況が続くものと思われます。

このような状況の中で、当第３四半期連結累計期間における当社グループの連結業績は以下のとおりとなりまし

た。

建設事業受注高は、主に国内建築工事及び海外工事が減少したことにより、前年同四半期比41,817百万円減少

（27.2％減）の111,916百万円となりました。

売上高は、前年同四半期比20,445百万円減少（7.6％減）の248,329百万円となりました。営業利益は、国内土木

工事及び海外工事において完成工事総利益が減少し、前年同四半期比4,363百万円減少（24.5％減）の13,461百万

円となりました。経常利益は、前年同四半期比4,289百万円減少（23.3％減）の14,093百万円となり、親会社株主

に帰属する四半期純利益は、投資有価証券売却益を特別利益に計上しましたが、新型コロナウイルス感染症関連費

用を特別損失に計上したこと等により、前年同四半期比4,012百万円減少（28.6％減）の10,017百万円となりまし

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資産は、立替金が減少しましたが、有形固定資産や投資有価証券が増加したこと

から、前連結会計年度末と比較して18,704百万円増加（3.8％増）の515,749百万円となりました。

負債は、支払手形・工事未払金等が減少しましたが、社債や短期借入金、コマーシャル・ペーパーが増加したこ

とから、前連結会計年度末と比較して12,652百万円増加（4.2％増）の310,410百万円となりました。

純資産は、利益剰余金が増加したほか、株価上昇に伴いその他有価証券評価差額金が増加したことから、前連結

会計年度末と比較して6,051百万円増加（3.0％増）の205,339百万円となりました。この結果、自己資本比率は前

連結会計年度末と比較して0.2ポイント減少し、39.4％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

2020年11月５日付「2021年３月期第２四半期決算短信[日本基準]（連結）」において公表しました2021年３月期

通期の業績予想を変更しております。

詳細は、本日公表しました「特別利益の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。
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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

現金預金 46,459 46,308

受取手形・完成工事未収入金等 220,310 219,893

未成工事支出金 5,096 7,776

販売用不動産 2,354 1,871

不動産事業支出金 5,081 4,982

材料貯蔵品 599 995

立替金 12,845 9,270

その他 9,231 13,972

貸倒引当金 △163 △156

流動資産合計 301,815 304,914

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 50,522 51,976

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 1,568 1,286

土地 80,393 86,512

リース資産（純額） 84 71

建設仮勘定 485 3,764

有形固定資産合計 133,055 143,611

無形固定資産 1,123 1,170

投資その他の資産

投資有価証券 55,335 60,777

長期貸付金 596 589

繰延税金資産 160 132

その他 5,043 4,635

貸倒引当金 △85 △82

投資その他の資産合計 61,049 66,052

固定資産合計 195,229 210,834

資産合計 497,045 515,749
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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・工事未払金等 93,144 59,305

短期借入金 41,909 59,909

コマーシャル・ペーパー 35,000 50,000

1年内償還予定の社債 15,000 －

未払法人税等 4,580 1,666

未成工事受入金 16,756 15,732

完成工事補償引当金 796 1,132

賞与引当金 4,005 1,382

工事損失引当金 1,052 1,494

不動産事業等損失引当金 25 31

預り金 35,996 41,118

その他 4,360 2,618

流動負債合計 252,627 234,390

固定負債

社債 30,000 60,000

繰延税金負債 527 2,469

環境対策引当金 96 76

退職給付に係る負債 7,992 6,501

資産除去債務 480 575

その他 6,032 6,397

固定負債合計 45,130 76,020

負債合計 297,757 310,410

純資産の部

株主資本

資本金 23,513 23,513

資本剰余金 20,780 20,780

利益剰余金 142,684 146,892

自己株式 △2,174 △2,176

株主資本合計 184,803 189,009

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 13,136 15,208

為替換算調整勘定 71 △276

退職給付に係る調整累計額 △1,139 △987

その他の包括利益累計額合計 12,068 13,944

非支配株主持分 2,415 2,384

純資産合計 199,287 205,339

負債純資産合計 497,045 515,749
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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

完成工事高 261,757 237,756

不動産事業等売上高 7,018 10,573

売上高合計 268,775 248,329

売上原価

完成工事原価 232,771 214,742

不動産事業等売上原価 4,692 6,502

売上原価合計 237,464 221,245

売上総利益

完成工事総利益 28,985 23,013

不動産事業等総利益 2,325 4,070

売上総利益合計 31,311 27,084

販売費及び一般管理費 13,486 13,623

営業利益 17,824 13,461

営業外収益

受取利息 75 48

受取配当金 902 797

その他 350 406

営業外収益合計 1,328 1,251

営業外費用

支払利息 302 338

為替差損 226 1

資金調達費用 104 137

その他 137 141

営業外費用合計 770 619

経常利益 18,382 14,093

特別利益

固定資産売却益 81 1

投資有価証券売却益 876 1,714

受取補償金 31 －

特別利益合計 989 1,715

特別損失

固定資産売却損 6 2

投資有価証券売却損 － 84

本社移転費用 － 112

感染症関連費用 － 641

投資有価証券評価損 923 －

その他 17 167

特別損失合計 947 1,007

税金等調整前四半期純利益 18,424 14,801

法人税等 4,321 4,614

四半期純利益 14,102 10,186

非支配株主に帰属する四半期純利益 72 168

親会社株主に帰属する四半期純利益 14,029 10,017
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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 14,102 10,186

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,014 2,071

為替換算調整勘定 44 △545

退職給付に係る調整額 △28 152

その他の包括利益合計 △1,997 1,679

四半期包括利益 12,104 11,865

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 11,959 11,893

非支配株主に係る四半期包括利益 145 △27
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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。

（追加情報）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、決算日後に緊急事態宣言が再発出されましたが、前連結会計年

度の有価証券報告書の（追加情報）(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)に記

載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。

なお、今後、新型コロナウイルス感染症の動向などにより、経営環境が大きく変化した場合は、当連結会計年

度以降の連結財務諸表において重要な影響を及ぼす可能性があります。

（セグメント情報）

Ⅰ 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)

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：百万円)

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土木事業 建築事業

開発・不動産
事業等

売上高

外部顧客への売上高 99,927 163,094 5,753 268,775 － 268,775

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － 196 196 △196 －

計 99,927 163,094 5,949 268,971 △196 268,775

セグメント利益 11,516 4,868 1,441 17,826 △1 17,824

(注) １．セグメント利益の調整額△1百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。

　 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。

Ⅱ 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)

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：百万円)

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土木事業 建築事業

開発・不動産
事業等

売上高

外部顧客への売上高 92,233 146,987 9,109 248,329 － 248,329

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － 179 179 △179 －

計 92,233 146,987 9,288 248,509 △179 248,329

セグメント利益 4,716 5,894 2,853 13,464 △3 13,461

(注) １．セグメント利益の調整額△3百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。

　 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。
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３．補足情報

　 建設事業受注高の概況
　

① 2021年３月期第３四半期　受注高実績

（単位：百万円）

区 分

前第３四半期
（自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日）

当第３四半期
（自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日）

比較増減

金 額 金 額 金 額
増減率
（％）

連 結 153,734 111,916 △41,817 △27.2

個 別 141,610 111,509 △30,101 △21.3

　

（参考）個別受注高実績内訳

（単位：百万円）

区 分

前第３四半期
（自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日）

当第３四半期
（自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日）

比較増減

金 額
構成比
（％）

金 額
構成比
（％）

金 額
増減率
（％）

土木

国内官公庁 26,083 18.4 49,586 44.5 23,503 90.1

国内民間 23,636 16.7 7,949 7.1 △15,686 △66.4

海 外 △487 △0.3 140 0.1 627 －

計 49,231 34.8 57,676 51.7 8,444 17.2

建築

国内官公庁 2,639 1.9 2,976 2.7 337 12.8

国内民間 89,752 63.4 51,195 45.9 △38,557 △43.0

海 外 △13 △0.0 △339 △0.3 △326 －

計 92,379 65.2 53,833 48.3 △38,546 △41.7

計

国内官公庁 28,722 20.3 52,563 47.1 23,841 83.0

国内民間 113,388 80.1 59,144 53.0 △54,244 △47.8

海 外 △500 △0.4 △199 △0.2 301 －

計 141,610 100.0 111,509 100.0 △30,101 △21.3

② 2021年３月期 受注高予想（通期）

（単位：百万円）

区 分

2020年３月期実績
（自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日）

2021年３月期予想
（自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日）

比較増減

金 額 金 額 金 額
増減率
（％）

連 結 376,088 331,500 △44,588 △11.9

個 別 361,013 330,000 △31,013 △8.6

（注）受注高予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の受注高

は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

　


