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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 3,004 16.4 697 △15.0 686 △16.0 447 △19.1 

2020年３月期第３四半期 2,580 17.5 819 4.6 816 3.5 552 4.8 
 
(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 442 百万円 ( △19.5 ％) 2020年３月期第３四半期 549 百万円 ( 4.2 ％) 

  

 
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 65.84 ― 

2020年３月期第３四半期 82.08 81.77 
  

（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 2,883 2,474 85.8 

2020年３月期 2,920 2,303 78.9 
 
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 2,474 百万円  2020年３月期 2,303 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 ― 0.00 ― 40.00 40.00 

2021年３月期 ― 0.00 ―     

2021年３月期(予想)       55.00 55.00 

(注) 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 4,050 10.4 1,250 13.5 1,255 13.5 834 11.9 123.89 

(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 ： 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 6,790,000株 2020年３月期 6,790,000株 

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 275株 2020年３月期 205株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 6,789,756株 2020年３月期３Ｑ 6,729,835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、その業績を当社としてお約束する趣旨のものではありません。また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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１．四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 2,120,255 2,086,493

売掛金 420,923 432,460

仕掛品 41,345 30,572

前払費用 8,566 6,198

その他 558 112

流動資産合計 2,591,649 2,555,836

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 27,674 25,853

工具、器具及び備品（純額） 10,310 13,861

有形固定資産合計 37,985 39,715

無形固定資産

ソフトウエア 38,052 35,341

商標権 347 284

無形固定資産合計 38,400 35,625

投資その他の資産

投資有価証券 181,926 183,987

繰延税金資産 21,277 19,702

敷金及び保証金 49,047 48,447

投資その他の資産合計 252,251 252,137

固定資産合計 328,637 327,478

資産合計 2,920,286 2,883,315
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(単位：千円)

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

買掛金 213,713 243,743

未払金 63,489 61,596

未払費用 8,626 11,853

未払法人税等 249,145 46,406

未払消費税等 73,364 32,036

前受金 2,916 1,360

その他 5,181 6,924

流動負債合計 616,437 403,921

固定負債

繰延税金負債 ― 4,819

固定負債合計 ― 4,819

負債合計 616,437 408,741

純資産の部

株主資本

資本金 263,778 263,778

資本剰余金 253,298 253,298

利益剰余金 1,789,486 1,964,936

自己株式 △607 △920

株主資本合計 2,305,954 2,481,091

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △2,105 △6,517

その他の包括利益累計額合計 △2,105 △6,517

純資産合計 2,303,848 2,474,574

負債純資産合計 2,920,286 2,883,315
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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 2,580,510 3,004,982

売上原価 1,329,885 1,834,485

売上総利益 1,250,624 1,170,497

販売費及び一般管理費 430,633 473,360

営業利益 819,991 697,136

営業外収益

その他 41 36

営業外収益合計 41 36

営業外費用

持分法による投資損失 3,329 10,738

その他 ― 153

営業外費用合計 3,329 10,891

経常利益 816,702 686,281

特別損失

投資有価証券評価損 ― 27,852

特別損失合計 ― 27,852

税金等調整前四半期純利益 816,702 658,429

法人税、住民税及び事業税 255,547 203,046

法人税等調整額 8,786 8,341

法人税等合計 264,334 211,387

四半期純利益 552,368 447,041

非支配株主に帰属する四半期純利益 ― ―

親会社株主に帰属する四半期純利益 552,368 447,041
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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 552,368 447,041

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,464 △4,411

その他の包括利益合計 △2,464 △4,411

四半期包括利益 549,903 442,629

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 549,903 442,629

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。

　


