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1. 2021年3月期の連結業績（2020年4月1日～2021年3月31日）

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期 87,579 △7.2 2,940 △15.7 3,289 △13.9 2,252 △12.0

2020年3月期 94,422 2.1 3,487 △27.2 3,821 △25.8 2,559 △30.8

（注）包括利益 2021年3月期　　4,166百万円 （161.8％） 2020年3月期　　1,591百万円 （△46.1％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2021年3月期 73.79 ― 5.5 4.6 3.4

2020年3月期 83.85 ― 6.6 5.5 3.7

（参考） 持分法投資損益 2021年3月期 ―百万円 2020年3月期 ―百万円

(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3月期 74,425 42,527 57.1 1,393.41

2020年3月期 68,655 39,124 57.0 1,281.89

（参考） 自己資本 2021年3月期 42,527百万円 2020年3月期 39,124百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2021年3月期 7,080 △983 △797 19,051

2020年3月期 △9,304 743 △760 13,752

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

2020年3月期 ― 8.00 ― 17.00 25.00 763 29.8 2.0

2021年3月期 ― 8.00 ― 15.00 23.00 701 31.2 1.7

2022年3月期(予想) ― 8.00 ― 12.00 20.00 35.9

（注）　2020年3月期　　　　　期末配当金の内訳　普通配当8円00銭　特別配当9円00銭

　　　　2021年3月期　　　　　期末配当金の内訳　普通配当8円00銭　特別配当7円00銭

　　　　2022年3月期（予想） 期末配当金の内訳　普通配当8円00銭　特別配当4円00銭

3. 2022年 3月期の連結業績予想（2021年 4月 1日～2022年 3月31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) 41,000 △2.7 900 △43.0 1,000 △43.5 700 △42.1 22.94

通期 84,000 △4.1 2,200 △25.2 2,500 △24.0 1,700 △24.5 55.70



※ 注記事項

(1) 期中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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 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

(3) 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 30,580,000 株 2020年3月期 30,580,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期 59,138 株 2020年3月期 59,063 株

③ 期中平均株式数 2021年3月期 30,520,894 株 2020年3月期 30,520,960 株

（参考）個別業績の概要

2021年3月期の個別業績（2020年4月1日～2021年3月31日）

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期 84,941 △9.7 2,591 △28.1 2,936 △25.5 2,014 △23.9

2020年3月期 94,051 4.4 3,603 △18.4 3,939 △17.4 2,645 △23.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

2021年3月期 66.00 ―

2020年3月期 86.69 ―

(2) 個別財政状態

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3月期 72,625 41,307 56.9 1,353.41

2020年3月期 67,412 38,744 57.5 1,269.45

（参考） 自己資本 2021年3月期 41,307百万円 2020年3月期 38,744百万円

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 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。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いては、添付資料４ページ「1．経営成績等の概況　（４）今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあ

るなか、個人消費は低迷しているものの、雇用者数等の動きは底堅く、設備投資は持ち直しの傾向が見受けられ

ます。

建設業界におきましては、公共投資は堅調に推移しているものの、資機材価格の高止まり、次世代を担う後継

者不足など、予断を許さない事業環境が続いております。

このような経済情勢の中で、当連結会計年度の業績は、以下のとおりとなりました。

連結売上高につきましては、前連結会計年度比7.2％減の875億79百万円となりました。

利益につきましては、営業利益は、前連結会計年度比15.7％減の29億40百万円、経常利益は同13.9％減の32億

89百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は同12.0％減の22億52百万円となりました。

セグメントの業績は以下のとおりです。

(建設事業)

完成工事高につきましては、前連結会計年度比9.5％減の838億98百万円となりました。利益につきましては、

完成工事高の減少によりセグメント利益(営業利益)は同23.2％減の30億21百万円となりました。

なお、当社単体の建設受注高につきましては、前事業年度比0.8％減の796億40百万円となり、その内訳は建築

工事が同1.0％減の775億61百万円、土木工事が同6.3％増の20億78百万円となりました。

(不動産事業等)

不動産事業等売上高は、連結子会社における開発型不動産売上の増加により、前連結会計年度比117.1％増の

36億81百万円となりました。利益につきましては不動産事業等利益率の低下により、セグメント利益(営業利

益)は同3.7％減の６億１百万円となりました。

（２）当期の財政状態の概況

当連結会計年度末における資産合計は、現金預金が38憶54百万円、有価証券が15億及び投資有価証券が18億62

百万円増加する一方、仕掛販売用不動産が９億88百万円減少したこと等により前連結会計年度末に比べ8.4％増の

744億25百万円となりました。

負債合計は、未成工事受入金が23億20百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ8.0％増の318億

97百万円となりました。

純資産合計は、利益剰余金が配当金の支払により７億63百万円減少する一方、親会社株主に帰属する当期純利

益の計上により22億52百万円増加したこと及びその他有価証券評価差額金が13億18百万円増加したこと等により、

前連結会計年度末に比べ8.7％増の425億27百万円となりました。

これにより当連結会計年度末の自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ0.1ポイント向上し57.1％となりまし

た。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の主な増減状況につきましては、営業活

動による資金の増加が70億80百万円(前連結会計年度は93億４百万円の減少)、投資活動による資金の減少が９億

83百万円(前連結会計年度は７億43百万円の増加)、財務活動による資金の減少が７億97百万円(前連結会計年度は

７億60百万円の減少)となり、これにより資金は前連結会計年度末に比べ52億98百万円増加(前連結会計年度は93

億21百万円の減少)し、190億51百万円(前連結会計年度末は137億52百万円)となりました。

各活動における主な増減の内訳につきましては、次のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動による資金は、税金等調整前当期純利益32億48百万円を計上する一方、売上債権の減少、たな卸資

産の減少及び未成工事受入金の増加により32億42百万円増加する一方、仕入債務の減少により12億41百万円減

少し、営業活動による資金は70億80百万円の増加となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動による資金は、有形固定資産の取得による支出、貸付けによる支出等により、９億83百万円の減少

となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動による資金は、配当金の支払による減少等により７億97百万円の減少となりました。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期 2020年３月期 2021年３月期

自己資本比率(％) 46.8 45.9 54.2 57.0 57.1

時価ベースの自己資本比率(％) 43.8 30.9 30.6 29.6 30.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(％) ― ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 228.2 484.6 ― ― 212.6

(注) 自己資本比率 ：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率 ：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ ：キャッシュ・フロー／利払い

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。
※「株式時価総額」は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
※「キャッシュ・フロー」は連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま
す。
「有利子負債」は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま
す。
また「利払い」については、連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。

※2019年３月期、2020年３月期におきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、「インタレスト・カバ
レッジ・レシオ」については記載しておりません。
2017年３月期より2021年３月期におきましては、期末日における有利子負債が無いため「キャッシュ・フロー対有
利子負債比率」については記載しておりません。
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（４）今後の見通し

今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染拡大対策等により、社会経済活動のレベルを引き上げ

ていく中で、各種政策の効果や海外経済の回復もあって、持ち直していくことが期待されます。

建設業界におきましては、感染症拡大の影響による先行き不透明感により、厳しい事業環境が続くことが予想さ

れます。

このような状況を踏まえ、2022年３月期通期の連結業績予想は、売上高840億円、営業利益22億円、経常利益25

億円、親会社株主に帰属する当期純利益17億円を見込んでおります。

なお、上記予想につきましては、今後新型コロナウィルス感染症の経済情勢に与える影響により変動する可能

性があります。

（５）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、株主の皆様に対する安定的な利益の還元を基本方針としております。また、企業体質の強化や将来の

事業展開のためには、利益の内部留保も重要であると認識しており、安定的な配当を基本に、その時々の経営環

境や業績等から最適な利益配分を決定しております。

上記の方針に基づき、当期における配当金は普通配当８円、特別配当７円を加え、１株につき期末配当金15円、

年間で23円といたしました。

次期の配当は、１株につき中間配当金８円、期末配当金12円（普通配当８円、特別配当４円）の年間配当金20

円を実施することを予定しております。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は日本基準で連結財

務諸表を作成する方針であります。

なお、IFRS(国際財務報告基準)の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針

であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 12,750,262 16,604,894

受取手形・完成工事未収入金等 24,906,652 24,815,500

有価証券 1,500,000 3,000,000

未成工事支出金 2,191,875 2,345,149

販売用不動産 149 149

仕掛販売用不動産 1,802,773 813,893

その他のたな卸資産 238,450 320,932

その他 1,577,583 517,288

流動資産合計 44,967,747 48,417,807

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 11,096,769 11,167,947

機械、運搬具及び工具器具備品 876,905 944,557

土地 8,502,425 9,061,269

リース資産 391,086 384,810

建設仮勘定 22 24,072

減価償却累計額 △6,681,662 △7,100,506

有形固定資産合計 14,185,546 14,482,150

無形固定資産 297,702 221,870

投資その他の資産

投資有価証券 7,958,365 9,821,188

破産更生債権等 500,962 576,377

退職給付に係る資産 － 849,847

繰延税金資産 572,976 －

その他 798,856 756,247

貸倒引当金 △626,685 △700,250

投資その他の資産合計 9,204,475 11,303,409

固定資産合計 23,687,724 26,007,431

資産合計 68,655,471 74,425,239
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 17,460,813 16,035,425

未払法人税等 246,078 705,107

未成工事受入金 5,969,942 8,290,124

完成工事補償引当金 253,816 279,793

工事損失引当金 6,300 77,900

賞与引当金 694,971 661,734

その他 339,146 1,192,551

流動負債合計 24,971,069 27,242,634

固定負債

繰延税金負債 14,342 163,338

退職給付に係る負債 3,652,816 3,632,372

その他 892,758 858,954

固定負債合計 4,559,918 4,654,665

負債合計 29,530,987 31,897,300

純資産の部

株主資本

資本金 4,000,000 4,000,000

資本剰余金 333,719 333,719

利益剰余金 33,581,006 35,070,018

自己株式 △26,715 △26,768

株主資本合計 37,888,010 39,376,968

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,203,892 3,522,332

退職給付に係る調整累計額 △967,418 △371,362

その他の包括利益累計額合計 1,236,473 3,150,969

純資産合計 39,124,483 42,527,938

負債純資産合計 68,655,471 74,425,239

　



松井建設株式会社(1810) 2021年３月期 決算短信

7

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

売上高

完成工事高 92,726,789 83,898,062

不動産事業等売上高 1,696,159 3,681,654

売上高合計 94,422,949 87,579,716

売上原価

完成工事原価 85,946,325 77,820,181

不動産事業等売上原価 1,018,292 2,714,708

売上原価合計 86,964,618 80,534,889

売上総利益

完成工事総利益 6,780,463 6,077,880

不動産事業等総利益 677,867 966,945

売上総利益合計 7,458,331 7,044,826

販売費及び一般管理費 3,970,789 4,103,854

営業利益 3,487,541 2,940,972

営業外収益

受取利息 14,209 8,893

受取配当金 274,975 282,371

労災保険還付金 59,344 67,438

その他 40,146 52,043

営業外収益合計 388,676 410,746

営業外費用

支払利息 18,002 33,309

支払手数料 16,716 16,691

その他 19,728 12,374

営業外費用合計 54,448 62,375

経常利益 3,821,769 3,289,343

特別利益

投資有価証券売却益 183,800 129,016

特別利益合計 183,800 129,016

特別損失

減損損失 － 127,736

投資有価証券評価損 286,909 41,855

特別損失合計 286,909 169,591

税金等調整前当期純利益 3,718,661 3,248,767

法人税、住民税及び事業税 1,011,400 1,119,700

法人税等調整額 148,137 △122,966

法人税等合計 1,159,537 996,733

当期純利益 2,559,123 2,252,034

親会社株主に帰属する当期純利益 2,559,123 2,252,034
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当期純利益 2,559,123 2,252,034

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △879,159 1,318,439

退職給付に係る調整額 △88,171 596,056

その他の包括利益合計 △967,330 1,914,496

包括利益 1,591,792 4,166,531

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,591,792 4,166,531
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（３）連結株主資本等変動計算書

　前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 4,000,000 333,719 31,815,428 △26,682 36,122,464

当期変動額

剰余金の配当 △793,545 △793,545

親会社株主に帰属す

る当期純利益
2,559,123 2,559,123

自己株式の取得 △32 △32

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

－

当期変動額合計 － － 1,765,578 △32 1,765,545

当期末残高 4,000,000 333,719 33,581,006 △26,715 37,888,010

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金

退職給付に係る調整

累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 3,083,051 △879,247 2,203,803 38,326,268

当期変動額

剰余金の配当 △793,545

親会社株主に帰属す

る当期純利益
2,559,123

自己株式の取得 △32

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△879,159 △88,171 △967,330 △967,330

当期変動額合計 △879,159 △88,171 △967,330 798,214

当期末残高 2,203,892 △967,418 1,236,473 39,124,483
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　当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 4,000,000 333,719 33,581,006 △26,715 37,888,010

当期変動額

剰余金の配当 △763,023 △763,023

親会社株主に帰属す

る当期純利益
2,252,034 2,252,034

自己株式の取得 △53 △53

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

－

当期変動額合計 － － 1,489,011 △53 1,488,958

当期末残高 4,000,000 333,719 35,070,018 △26,768 39,376,968

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金

退職給付に係る調整

累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 2,203,892 △967,418 1,236,473 39,124,483

当期変動額

剰余金の配当 △763,023

親会社株主に帰属す

る当期純利益
2,252,034

自己株式の取得 △53

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

1,318,439 596,056 1,914,496 1,914,496

当期変動額合計 1,318,439 596,056 1,914,496 3,403,454

当期末残高 3,522,332 △371,362 3,150,969 42,527,938
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 3,718,661 3,248,767

減価償却費 552,934 535,859

減損損失 － 127,736

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25,185 73,565

受取利息及び受取配当金 △289,185 △291,264

支払利息 18,002 33,309

売上債権の増減額（△は増加） △6,886,602 15,736

たな卸資産の増減額（△は増加） △704,576 906,398

仕入債務の増減額（△は減少） △145,213 △1,241,181

未成工事受入金の増減額（△は減少） △1,353,000 2,320,181

未成工事支出金の増減額（△は増加） △696,902 △153,273

賞与引当金の増減額（△は減少） △28,571 △33,237

退職給付に係る資産負債の増減額 △142,746 △11,172

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △47,580 25,977

工事損失引当金の増減額（△は減少） △33,400 71,600

投資有価証券売却損益（△は益） △183,800 △129,016

投資有価証券評価損益（△は益） 286,909 41,855

未払消費税等の増減額（△は減少） △757,107 681,992

その他 △1,348,450 1,268,723

小計 △8,065,813 7,492,556

利息及び配当金の受取額 246,648 247,721

利息の支払額 △18,002 △33,309

法人税等の支払額 △1,466,870 △630,206

法人税等の還付額 － 3,471

営業活動によるキャッシュ・フロー △9,304,038 7,080,232
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,139,431 △777,192

貸付けによる支出 △2,800 △208,200

貸付金の回収による収入 4,506 4,440

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △31,589 △19,271

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還によ
る収入

2,034,239 144,082

無形固定資産の取得による支出 △109,281 △115,474

定期預金の預入による支出 △12,001 △12,001

投資活動によるキャッシュ・フロー 743,642 △983,615

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △793,545 △763,023

自己株式の純増減額（△は増加） △32 △53

その他 32,760 △34,909

財務活動によるキャッシュ・フロー △760,817 △797,986

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,321,213 5,298,630

現金及び現金同等物の期首残高 23,073,801 13,752,587

現金及び現金同等物の期末残高 13,752,587 19,051,218

　



松井建設株式会社(1810) 2021年３月期 決算短信

13

（５）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。

(追加情報)

（会計上の見積りを行う上での新型コロナウィルス感染症の影響の考え方）

新型コロナウイルス感染症に伴う当社グループの業績に与える影響は限定的でありますが、依然として、新型コロナ

ウイルス感染症の収束の見通しが立たないことから、経済活動の抑制が続くと考えております。今後、ワクチン接種

が徐々に普及し、概ね一年程度の期間を経て段階的に経済活動が再開していくものとの仮定に基づいて、会計上の見

積り（工事進行基準による完成工事高の計上、固定資産の減損、繰延税金資産の回収可能性等）を行っております。
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(セグメント情報等)

１ 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは「建設事業」「不動産事業等」を主要事業としており、この２つを報告セグメントとしておりま

す。

「建設事業」は建築・土木その他建設工事全般に関する事業であり、「不動産事業等」は不動産の売買・賃貸その

他不動産全般に関する事業であります。

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

（単位：千円）

報告セグメント

合計
調整額

(注１)

連結財務諸表

計上額

(注２)建設事業 不動産事業等

売上高

外部顧客への売上高 92,726,789 1,696,159 94,422,949 － 94,422,949

セグメント間の内部
売上高又は振替高

689,788 5,633 695,422 △695,422 －

計 93,416,577 1,701,793 95,118,371 △695,422 94,422,949

セグメント利益 3,933,213 625,006 4,558,220 △1,070,678 3,487,541

セグメント資産 31,940,754 13,804,280 45,745,034 22,910,437 68,655,471

その他の項目

減価償却費 281,678 246,427 528,106 24,828 552,934

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

338,722 874,428 1,213,150 7,300 1,220,450

(注) １．調整額は、以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額△1,070,678千円には、セグメント間取引消去△191,416千円、各報告セグメント

に配分していない全社費用△879,262千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属

しない一般管理費であります。

(2) セグメント資産の調整額22,910,437千円には、セグメント間取引消去△1,302,825千円、各報告セグメン

トに配分していない全社資産24,213,262千円が含まれております。

(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額7,300千円は、各報告セグメントに帰属しない設備等の

投資額であります。

２．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）

（単位：千円）

報告セグメント

合計
調整額

(注１)

連結財務諸表

計上額

(注２)建設事業 不動産事業等

売上高

外部顧客への売上高 83,898,062 3,681,654 87,579,716 － 87,579,716

セグメント間の内部
売上高又は振替高

549,379 5,535 554,914 △554,914 －

計 84,447,441 3,687,189 88,134,631 △554,914 87,579,716

セグメント利益 3,021,184 601,715 3,622,899 △681,927 2,940,972

セグメント資産 30,769,805 13,350,353 44,120,158 30,305,080 74,425,239

その他の項目

減価償却費 265,138 246,246 511,385 24,474 535,859

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

219,403 656,599 876,002 9,359 885,361

(注) １．調整額は、以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額△681,927千円には、セグメント間取引消去184,318千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△866,245千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しな

い一般管理費であります。

(2) セグメント資産の調整額30,305,080千円には、セグメント間取引消去372,606千円、各報告セグメントに

配分していない全社資産29,932,474千円が含まれております。

(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額9,359千円は、各報告セグメントに帰属しない設備等の

投資額であります。

２．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

１株当たり純資産額 1,281.89円 1,393.41円

１株当たり当期純利益 83.85円 73.79円

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

２ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) 2,559,123 2,252,034

普通株主に帰属しない金額 (千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) 2,559,123 2,252,034

普通株式の期中平均株式数 (株) 30,520,960 30,520,894

　

３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

純資産の部の合計額 (千円) 39,124,483 42,527,938

純資産の部の合計額から控除する金額 (千円) － －

普通株式に係る期末の純資産額 (千円) 39,124,483 42,527,938

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
普通株式の数

(株) 30,520,937 30,520,862

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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４．その他

（１）受注高、売上高及び次期繰越高の状況（個別）

① 受注高

前事業年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

比較増減

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 増減率(％)

建
設
事
業

建築 78,363,096 95.8 77,561,988 95.5 △801,108 △1.0

土木 1,955,867 2.4 2,078,272 2.6 122,404 6.3

計 80,318,963 98.2 79,640,260 98.1 △678,703 △0.8

不動産事業等 1,469,140 1.8 1,549,715 1.9 80,574 5.5

合計 81,788,104 100 81,189,975 100 △598,128 △0.7

　

② 売上高

前事業年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

比較増減

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 増減率(％)

建
設
事
業

建築 90,584,668 96.3 81,458,440 95.9 △9,126,227 △10.1

土木 1,835,933 2.0 1,909,841 2.2 73,908 4.0

計 92,420,602 98.3 83,368,282 98.1 △9,052,319 △9.8

不動産事業等 1,630,825 1.7 1,573,271 1.9 △57,553 △3.5

合計 94,051,427 100 84,941,554 100 △9,109,873 △9.7

　

③ 次期繰越高

前事業年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

比較増減

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 増減率(％)

建
設
事
業

建築 87,948,227 97.3 84,051,774 97.0 △3,896,452 △4.4

土木 1,818,553 2.0 1,986,983 2.3 168,430 9.3

計 89,766,780 99.3 86,038,758 99.3 △3,728,022 △4.2

不動産事業等 597,353 0.7 573,797 0.7 △23,555 △3.9

合計 90,364,133 100 86,612,555 100 △3,751,578 △4.2
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（２）役員の異動

① 代表者の異動

　該当事項はありません。

　② その他の役員の異動（2021年６月29日予定）

・新任監査役候補

　 監査役（非常勤） 森 田 庸 夫（現 カーリットホールディングス株式会社常勤監査役（社外）

　 及び日本カーリット株式会社監査役（社外））

　 （注）森田庸夫氏は、社外監査役の候補者であります。

　 なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定です。

・退任予定監査役

　 監査役（非常勤） 石 坂 文 人（退任後、補欠監査役に就任予定）

以 上

　

　


