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（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６月期第３四半期 3,909 △17.6 470 △28.6 487 △26.9 341 △21.0

2020年６月期第３四半期 4,746 6.2 658 17.1 666 17.0 432 15.7

（注）包括利益 2021年６月期第３四半期 399百万円（11.5％） 2020年６月期第３四半期 358百万円（10.3％）

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６月期第３四半期 60.29 －

2020年６月期第３四半期 76.35 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年６月期第３四半期 6,672 5,099 76.4

2020年６月期 6,099 4,841 79.4

（参考）自己資本 2021年６月期第３四半期 5,099百万円 2020年６月期 4,840百万円

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６月期 － 0.00 － 25.00 25.00

2021年６月期 － 0.00 －

2021年６月期（予想） 25.00 25.00

（％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 5,495 △5.8 707 △0.3 715 △1.7 480 7.6 84.81

１．2021年６月期第３四半期の連結業績（2020年７月１日～2021年３月31日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：有

　詳細は、本日（2021年５月７日）公表の「通期連結業績予想及び期末配当予想の修正(増配)並びに創業50周年記念株主優待実施に関するお知ら

せ」をご覧ください。

３．2021年６月期の連結業績予想（2020年７月１日～2021年６月30日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有

　詳細は、本日（2021年５月７日）公表の「通期連結業績予想及び期末配当予想の修正(増配)並びに創業50周年記念株主優待実施に関するお知ら

せ」をご覧ください。



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年６月期３Ｑ 6,140,850株 2020年６月期 6,140,850株

②  期末自己株式数 2021年６月期３Ｑ 481,003株 2020年６月期 481,003株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年６月期３Ｑ 5,659,847株 2020年６月期３Ｑ 5,659,920株

※  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：有

（注）詳細は、添付資料Ｐ．７「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事

項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

（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）

※  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

（将来に関する記述等についてのご注意）

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、その達成を当社として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．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感染症拡大の影響により個人消費や企

業の経済活動が停滞し、新型コロナワクチンの接種が開始されたものの、依然として収束時期が見通せないな

ど、先行き不透明な状況が長期化する様相を呈しております。

　当社グループの主要マーケットである焼肉業界におきましても、緊急事態宣言発令による外出自粛などで消費

者の外食離れが続いており、大変厳しい状況で推移いたしました。

　このような状況の中、当社グループでは製品や部材品販売、またダクト洗浄の推奨などの販売強化に取り組ん

でまいりました。また、費用面におきましても、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う展示会への出展中止や海

外出張の取り止めなどにより費用が削減されました。

　その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高3,909百万円（前年同期比17.6％減）、営業利益470百

万円（前年同期比28.6％減）、経常利益487百万円（前年同期比26.9％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益

341百万円（前年同期比21.0％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　当第３四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573百万円増加し6,672百万円となり

ました。主な要因は、原材料及び貯蔵品の減少32百万円、現金及び預金の増加324百万円、受取手形及び売掛金の

増加234百万円であります。

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ315百万円増加し1,573百万円となり

ました。主な要因は、未払法人税等の減少68百万円、買掛金の増加104百万円、その他流動負債の増加268百万円で

あります。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ257百万円増加し5,099百万円とな

りました。主な要因は、利益剰余金の増加199百万円、その他有価証券評価差額金の増加54百万円であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2021年６月期の連結業績につきましては、当第３四半期連結累計期間の業績及び現状の事業状況、事業環境を勘

案した結果、2020年８月５日に公表いたしました業績予想を修正いたしました。

　詳細につきましては、本日（2021年５月７日）公表いたしました「通期連結業績予想及び期末配当予想の修正

(増配)並びに創業50周年記念株主優待実施に関するお知らせ」をご覧ください。

　なお、実際の業績につきましては、今後様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,631,038 2,955,781

受取手形及び売掛金 514,875 749,568

商品及び製品 88,734 87,364

仕掛品 53,628 67,450

原材料及び貯蔵品 300,359 267,871

その他 53,090 74,144

貸倒引当金 △360 △453

流動資産合計 3,641,366 4,201,727

固定資産

有形固定資産

土地 1,482,891 1,482,891

その他（純額） 473,367 478,716

有形固定資産合計 1,956,259 1,961,608

無形固定資産 52,822 43,285

投資その他の資産

投資有価証券 323,258 352,370

その他 144,630 132,710

貸倒引当金 △18,913 △18,913

投資その他の資産合計 448,975 466,166

固定資産合計 2,458,057 2,471,060

資産合計 6,099,423 6,672,788

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
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 53,512 157,795

短期借入金 20,000 20,000

1年内返済予定の長期借入金 61,198 61,139

未払法人税等 137,109 68,582

賞与引当金 23,200 61,000

役員賞与引当金 32,160 22,500

その他 421,141 690,019

流動負債合計 748,321 1,081,037

固定負債

長期借入金 234,792 188,703

役員退職慰労引当金 114,414 121,614

退職給付に係る負債 86,971 97,627

その他 73,444 84,742

固定負債合計 509,623 492,687

負債合計 1,257,944 1,573,725

純資産の部

株主資本

資本金 639,307 639,307

資本剰余金 595,887 595,887

利益剰余金 3,646,261 3,846,012

自己株式 △188,375 △188,375

株主資本合計 4,693,081 4,892,832

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 150,250 205,139

為替換算調整勘定 △2,551 1,091

その他の包括利益累計額合計 147,698 206,230

新株予約権 700 －

純資産合計 4,841,479 5,099,063

負債純資産合計 6,099,423 6,672,788
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年７月１日
　至　2020年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年７月１日

　至　2021年３月31日)

売上高 4,746,876 3,909,798

売上原価 2,963,302 2,420,385

売上総利益 1,783,574 1,489,413

販売費及び一般管理費 1,124,632 1,018,980

営業利益 658,942 470,432

営業外収益

受取利息 402 265

受取配当金 3,181 2,116

受取賃貸料 5,169 5,177

雇用調整助成金等 － 9,718

為替差益 － 32

その他 1,514 2,188

営業外収益合計 10,267 19,499

営業外費用

支払利息 304 682

不動産賃貸費用 1,766 2,024

為替差損 441 －

営業外費用合計 2,512 2,707

経常利益 666,696 487,224

特別利益

投資有価証券売却益 － 14,440

関係会社株式売却益 － 44,890

新株予約権戻入益 － 700

受取和解金 － 2,000

特別利益合計 － 62,030

特別損失

投資有価証券売却損 － 15,100

固定資産除却損 659 2

特別損失合計 659 15,102

税金等調整前四半期純利益 666,037 534,152

法人税等 233,876 192,905

四半期純利益 432,161 341,247

親会社株主に帰属する四半期純利益 432,161 341,247

（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）
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年７月１日
　至　2020年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年７月１日

　至　2021年３月31日)

四半期純利益 432,161 341,247

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △63,713 54,889

為替換算調整勘定 △9,802 3,643

その他の包括利益合計 △73,516 58,532

四半期包括利益 358,644 399,779

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 358,644 399,779

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

- 6 -

シンポ株式会社(5903)　2021年6月期　第3四半期決算短信（連結）



（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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（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）

前連結会計年度の有価証券報告書に記載した、新型コロナウイルス感染症の影響の収束時期等を含む仮定及び会

計上の見積りについて、重要な変更はありません。
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