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1. 2021年9月期第3四半期の連結業績（2020年10月1日～2021年6月30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3四半期 4,961 △31.6 243 △45.9 250 △42.5 182 △38.4

2020年9月期第3四半期 7,256 23.5 451 81.3 436 70.6 296 62.9

（注）包括利益 2021年9月期第3四半期　　198百万円 （△28.1％） 2020年9月期第3四半期　　276百万円 （53.9％）

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9月期第3四半期 209.84 ―

2020年9月期第3四半期 342.13 ―

(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9月期第3四半期 7,710 4,230 54.9

2020年9月期 7,639 4,157 54.4

（参考）自己資本 2021年9月期第3四半期 4,230百万円 2020年9月期 4,157百万円

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 ― 160.00 160.00

2021年9月期 ― 0.00 ―

2021年9月期（予想） 50.00 50.00

（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、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 7,500 △34.3 170 △76.7 170 △73.6 110 △73.7 126.60

（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3Q 901,151 株 2020年9月期 901,151 株

② 期末自己株式数 2021年9月期3Q 28,455 株 2020年9月期 32,255 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年9月期3Q 870,594 株 2020年9月期3Q 866,853 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の見通し等の将来に関する記述は、本資料発表日において入手可能な情報に基づき算定しており、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、実際の業績等は今後様々な要因によって数値予想と異なる結果となる場合があります。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

（１）経営成績に関する説明

　当第３四半期連結累計期間の建築業界は、東京五輪特需や都心の大型再開発が一服し端境期に入ったことに加

え、新型コロナウイルス感染症による景況感の悪化など、市場環境は厳しい状況となりました。足許の第３四半

期においては、首都圏の非居住用建物の着工床面積が前年同期比で40.1％増加し、建設大手50社による建設受注

も前年同期比で21.2％増加する等、初めて緊急事態宣言が発出された昨年に比べると回復基調にありますが、都

心の大規模再開発案件が中心であり、受注競争の激化から収益低下が懸念されています。

　また、東京都心５区のオフィスビル空室率は、2020年６月から2021年６月までの１年間で約４％以上上昇し

2014年８月以来の６％台となり、賃料についても同期間で約３％以上値下がりする等、オフィスビル市場の需給

緩和傾向が続いています。

　第４四半期以降につきましては、２～３年後の竣工に向け、都心の大規模再開発案件が増加していく傾向が続

き、受注競争の激化に加え人件費や資材価格が高止まる可能性から、工事採算の悪化が見込まれる等、依然とし

て先行き不透明な状況が続くと想定しております。

　このような経営環境の中、引き続き新型コロナウイルス感染防止に取り組みつつ、工事利益の採算性に留意

し、新築市場、リニューアル市場ともにバランスのとれた受注獲得のほか、直接受注の拡大、子会社とのコラボ

レーション推進等、中長期的な成長戦略も視野に業績の向上を図ってまいりました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の受注高は62億55百万円（前年同四半期比0.0％減）となりました。売

上高につきましては、49億61百万円（前年同四半期比31.6％減）となりました。利益につきましては、営業利益

は２億43百万円（前年同四半期比45.9％減）、経常利益は２億50百万円（前年同四半期比42.5％減）、親会社株

主に帰属する四半期純利益は１億82百万円（前年同四半期比38.4％減）となりました。

　セグメントの経営成績は、次のとおりであります。

（建設工事業）

　売上高は42億９百万円（前年同四半期比38.8％減）となり、セグメント利益は１億41百万円（前年同四半期比

68.4％減）となりました。受注高につきましては、52億87百万円（前年同四半期比10.2％減）となりました。

（設備工事業）

　売上高は７億54百万円（前年同四半期比82.9％増）となり、セグメント利益は１億１百万円（前年同四半期は

２百万円）となりました。受注高につきましては、９億68百万円（前年同四半期比161.9％増）となりました。

　なお、当社グループは、完成工事物件の引渡しが第２四半期連結会計期間及び第４四半期連結会計期間に集中

するため、四半期連結会計期間の売上高には季節的変動があります。

（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流動資産は60億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億13百万円

増加いたしました。これは主に未成工事支出金が増加したことによるものであります。固定資産は16億74百万円

となり、前連結会計年度末に比べ42百万円減少いたしました。

　この結果、総資産は77億10百万円となり、前連結会計年度末に比べ70百万円増加いたしました。

（負　債）

　当第３四半期連結会計期間末における流動負債は31億97百万円となり、前連結会計年度末に比べ32百万円減少

いたしました。これは主に未払法人税等が減少したことによるものであります。固定負債は２億83百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ30百万円増加いたしました。

　この結果、負債合計は34億80百万円となり、前連結会計年度末に比べ１百万円減少いたしました。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産は42億30百万円となり、前連結会計年度末に比べ72百万円増加い

たしました。これは主に利益剰余金の増加によるものであります。

　この結果、自己資本比率は54.9％（前連結会計年度末は54.4％）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

　2021年５月11日に発表いたしました連結業績予想からの変更はございません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,385,690 2,071,580

受取手形・完成工事未収入金 1,420,057 791,567

電子記録債権 312,861 373,290

未成工事支出金 1,647,519 2,501,050

材料貯蔵品 6,951 7,063

その他 149,845 292,010

貸倒引当金 △683 △463

流動資産合計 5,922,242 6,036,099

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 720,154 708,206

土地 447,020 447,020

その他（純額） 7,695 8,838

有形固定資産合計 1,174,871 1,164,066

無形固定資産

ソフトウエア 38,419 29,363

その他 － 4,261

無形固定資産合計 38,419 33,624

投資その他の資産

投資有価証券 92,052 115,197

長期貸付金 11,846 10,640

その他 472,801 423,476

貸倒引当金 △72,355 △72,355

投資その他の資産合計 504,343 476,958

固定資産合計 1,717,634 1,674,649

資産合計 7,639,877 7,710,749

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９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金 625,875 603,414

電子記録債務 230,589 288,603

短期借入金 157,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 244,622 401,508

未払法人税等 175,220 11,684

未成工事受入金 1,194,793 1,653,519

賞与引当金 152,136 42,695

役員賞与引当金 93,997 －

完成工事補償引当金 37,647 19,635

工事損失引当金 873 17,939

その他 316,656 108,397

流動負債合計 3,229,411 3,197,397

固定負債

長期借入金 211,299 235,686

その他 41,620 47,419

固定負債合計 252,919 283,105

負債合計 3,482,330 3,480,502

純資産の部

株主資本

資本金 885,697 885,697

資本剰余金 1,262,182 1,263,960

利益剰余金 2,123,549 2,167,214

自己株式 △95,058 △83,859

株主資本合計 4,176,370 4,233,011

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △18,823 △2,765

その他の包括利益累計額合計 △18,823 △2,765

純資産合計 4,157,546 4,230,246

負債純資産合計 7,639,877 7,710,749
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年10月１日
　至　2020年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年10月１日

　至　2021年６月30日)

完成工事高 7,256,227 4,961,168

完成工事原価 6,053,758 4,011,430

完成工事総利益 1,202,469 949,737

販売費及び一般管理費 751,045 705,740

営業利益 451,423 243,997

営業外収益

受取利息 271 163

受取配当金 1,554 1,518

受取賃貸料 1,527 1,517

技術指導料 7,659 7,933

その他 1,604 881

営業外収益合計 12,617 12,013

営業外費用

支払利息 3,157 3,306

休業補償金 23,264 －

その他 1,194 1,731

営業外費用合計 27,617 5,038

経常利益 436,424 250,972

税金等調整前四半期純利益 436,424 250,972

法人税、住民税及び事業税 100,940 20,323

法人税等調整額 38,907 47,961

法人税等合計 139,847 68,284

四半期純利益 296,576 182,687

親会社株主に帰属する四半期純利益 296,576 182,687

（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10月１日
　至　2020年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年10月１日

　至　2021年６月30日)

四半期純利益 296,576 182,687

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △20,244 16,058

その他の包括利益合計 △20,244 16,058

四半期包括利益 276,331 198,745

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 276,331 198,745

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響）

　当社グループへの新型コロナウイルス感染症拡大の影響につきましては、現時点で軽微ではありますが、今

後も引き続き注視してまいります。

（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）

該当事項はありません。

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

（会計上の見積りの変更）

該当事項はありません。
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