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1. 2022年9月期第3四半期の連結業績（2021年10月1日～2022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 ％

2022年9月期第3四半期 13,283 △4.1 970 △13.9 1,026 △12.9 671 △15.7

2021年9月期第3四半期 13,856 31.0 1,126 54.3 1,178 51.5 796 55.9

（注）包括利益 2022年9月期第3四半期　　747百万円 （△8.7％） 2021年9月期第3四半期　　818百万円 （57.3％）

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

2022年9月期第3四半期 133.22 54.65

2021年9月期第3四半期 158.08 64.85

(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 ％

2022年9月期第3四半期 13,861 8,391 60.5

2021年9月期 12,735 7,721 60.6

（参考）自己資本 2022年9月期第3四半期 8,391百万円 2021年9月期 7,721百万円

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

2021年9月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00

2022年9月期 ― 0.00 ―

2022年9月期（予想） 12.00 12.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

・「配当の状況」は、普通株式にかかる配当の状況であります。当社が発行する普通株式と権利の異なる種類株式(非上場)の配当の状況については、「種類株
式の配当の状況」をご覧ください。

3. 2022年 9月期の連結業績予想（2021年10月 1日～2022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 16,000 △11.3 640 △51.9 670 △51.8 430 △53.2 82.14

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

・通期の1株当たり当期純利益は、優先株式の配当金が未定であるため、2021年９月期の優先株式の配当年率を使用した配当金を当期純利益から控除し、算
出しております。



※ 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

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 ： 有

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） 2022年9月期3Q 5,102,000 株 2021年9月期 5,102,000 株

② 期末自己株式数 2022年9月期3Q 61,795 株 2021年9月期 61,795 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年9月期3Q 5,040,205 株 2021年9月期3Q 5,040,238 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、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、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。



普通株式と権利の異なる種類株式に係る1株当たり配当金の内訳は以下のとおりであります。

第1回優先株式
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

2021年9月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00

2022年9月期 ― 0.00 ―

2022年9月期(予想) 未定 未定

　（注）2022年9月期の予想につきましては、配当年率が2022年10月1日の日本円TIBOR（6ケ月物）に1.5％を加えた率

によるため、現時点では未定とさせていただきます。
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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

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首か

ら適用しております。詳細は、「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項(会計方針の変更等)」に記載

のとおりであります。

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による厳しい状況が徐々に緩和さ

れ持ち直しの動きがみられるものの、ウクライナ情勢の長期化等による不透明感がある中で、原材料価格の上昇や

金融資本市場の変動、供給面での制約等による下振れリスクを抱える状況で推移しました。

当社グループが主力事業とする建設業界におきましては、建設労働者不足や建設資材価格の高止まりなど、受注

環境は依然として厳しい状況で推移しているものの、公共投資は高水準で推移いたしました。

このような状況のもと、当第３四半期連結累計期間における売上高は、132億83百万円（前年同四半期比4.1％減、

５億72百万円減）、営業利益は９億70百万円（同13.9％減、１億56百万円減）、経常利益は10億26百万円（同12.9

％減、１億52百万円減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は６億71百万円（同15.7％減、１億25百万円減）と

なりました。

なお、当社グループの業績につきましては、主力事業である建設事業の通常の営業形態として、売上高が第２四

半期連結会計期間に集中する傾向があります。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

（建設事業）

建設事業における工事につきましては、スポーツ施設の防球ネットや高速道路のワイヤーロープ式防護柵等

の大型工事が順次完成したことにより、完成工事高は前年同四半期を上回りました。

また、建設工事関連資材の販売につきましては、駅前シェルター等の景観資材等は増加しましたが、前期好

調であった防護柵や土木資材、法面資材が減少したことから、商品売上高は前年同四半期を下回りました。

以上の結果、建設事業の売上高は113億24百万円（前年同四半期比2.6％増、２億91百万円増）、セグメント

利益は12億10百万円（同5.3％増、61百万円増）となりました。

（防災安全事業）

防災安全事業の業績につきましては、前期好調であった備蓄用及び新型コロナウイルス感染症対策の資機材

の販売や鳥インフルエンザ対策用品の販売は官公庁からの発注量が減少したことにより前年同四半期を下回り

ました。

以上の結果、防災安全事業の売上高は16億43百万円（前年同四半期比33.1％減、８億14百万円減）、セグメ

ント利益は１億31百万円（同52.0％減、１億42百万円減）となりました。

（化学品事業）

化学品事業につきましては、タイヤの製造過程で使用されるゴム加硫剤（不溶性硫黄）の販売は、新型コロ

ナウイルス感染拡大の影響により低調に推移しておりましたタイヤ需要に持ち直しが見られるものの、企業間

競争の激化等により前年同四半期を下回りました。また、当社オリジナル製品である環境型自然土防草舗装材

（製品名：雑草アタック）の販売は、前年同四半期並みとなりました。

以上の結果、化学品事業の売上高は３億15百万円（前年同四半期比13.6％減、49百万円減）、セグメント利

益は24百万円（同70.2％減、57百万円減）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総資産は、138億61百万円（前連結会計年度末比8.8％増、11億26百万円増）とな

りました。

資産につきましては、流動資産が97億28百万円（同14.5％増、12億34百万円増）となりました。その主な要因
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は、当社グループの通常の売上形態として売上高が第２四半期連結会計期間に集中し、第３四半期連結会計期間で

はその売上債権の回収が進むために、現金及び預金が17億89百万円増加したことによるものであります。

固定資産につきましては、41億32百万円（同2.6％減、１億８百万円減）となりました。その主な要因は、のれ

んの償却等により無形固定資産が１億８百万円減少したことによるものであります。

負債につきましては、54億69百万円（同9.1％増、４億55百万円増）となりました。その主な要因は、第２四半

期連結会計期間に売上が集中することから第３四半期連結会計期間では手形による仕入債務の支払いが多くなるた

めに、支払手形・工事未払金等が９億43百万円増加したことによるものであります。

純資産につきましては、83億91百万円（同8.7％増、６億70百万円増）となりました。その主な要因は、親会社

株主に帰属する四半期純利益を６億71百万円計上したことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、現時点において概ね予定の範囲内で推移しており、2021年11月17日に発表いたしまし

た業績予想に変更はありません。
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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：千円)

前連結会計年度
(2021年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,760,195 5,549,255

受取手形・完成工事未収入金等 4,219,189 3,695,131

電子記録債権 92,029 62,406

未成工事支出金 262,775 166,483

商品及び製品 108,454 125,689

仕掛品 11,652 15,001

原材料及び貯蔵品 10,052 12,054

その他 31,977 104,835

貸倒引当金 △2,572 △2,430

流動資産合計 8,493,754 9,728,427

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 880,595 850,425

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 129,482 109,177

土地 1,269,584 1,269,584

その他（純額） 9,461 6,687

有形固定資産合計 2,289,123 2,235,873

無形固定資産

のれん 836,412 757,998

顧客関連資産 317,932 288,125

その他 12,718 12,518

無形固定資産合計 1,167,062 1,058,642

投資その他の資産

投資有価証券 681,773 781,678

差入保証金 14,000 12,940

その他 115,513 69,333

貸倒引当金 △26,213 △25,642

投資その他の資産合計 785,074 838,308

固定資産合計 4,241,261 4,132,825

資産合計 12,735,015 13,861,253
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 3,046,305 3,989,906

１年内返済予定の長期借入金 115,200 115,200

未払法人税等 295,197 74,460

未成工事受入金 134,245 104,954

賞与引当金 258,000 259,033

役員賞与引当金 22,608 ―

株主優待引当金 4,540 ―

その他 352,711 237,081

流動負債合計 4,228,809 4,780,636

固定負債

長期借入金 560,000 473,600

退職給付に係る負債 114,800 116,503

その他 110,055 98,516

固定負債合計 784,855 688,619

負債合計 5,013,665 5,469,256

純資産の部

株主資本

資本金 413,675 413,675

資本剰余金 698,570 698,570

利益剰余金 6,323,358 6,918,353

自己株式 △10,032 △10,032

株主資本合計 7,425,571 8,020,566

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 313,301 384,105

退職給付に係る調整累計額 △17,522 △12,674

その他の包括利益累計額合計 295,778 371,430

純資産合計 7,721,350 8,391,996

負債純資産合計 12,735,015 13,861,253
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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 2020年10月１日
　至 2021年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
　至 2022年６月30日)

売上高 13,856,763 13,283,945

売上原価 10,848,467 10,425,939

売上総利益 3,008,295 2,858,006

販売費及び一般管理費 1,881,587 1,887,965

営業利益 1,126,707 970,041

営業外収益

受取利息及び配当金 20,587 25,015

受取賃貸料 11,880 15,885

受取手数料 14,579 10,602

その他 12,179 11,829

営業外収益合計 59,226 63,332

営業外費用

支払利息 5,602 4,740

支払手数料 1,400 2,046

その他 270 132

営業外費用合計 7,272 6,919

経常利益 1,178,661 1,026,453

特別利益

投資有価証券売却益 27,304 ―

特別利益合計 27,304 ―

特別損失

投資有価証券売却損 1,029 ―

特別損失合計 1,029 ―

税金等調整前四半期純利益 1,204,936 1,026,453

法人税、住民税及び事業税 415,080 343,721

法人税等調整額 △6,926 11,255

法人税等合計 408,153 354,976

四半期純利益 796,782 671,477

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 796,782 671,477
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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 2020年10月１日
　至 2021年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
　至 2022年６月30日)

四半期純利益 796,782 671,477

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 16,551 70,803

退職給付に係る調整額 5,104 4,848

その他の包括利益合計 21,655 75,651

四半期包括利益 818,438 747,128

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 818,438 747,128

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。

（会計方針の変更）

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日 至 2022年６月30日)

（収益認識に関する会計基準の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財

又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、工事契約に

関して、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準によっておりました

が、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転す

る履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に

係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に

基づいて行っております。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もること

ができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しています。な

お、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約につ

いては代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認

識しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連

結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認

識会計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほと

んどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。

この結果、当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高へ与え

る影響はありません。

なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年３月31日）第28-15項に定める経過

的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載してお

りません。

（時価の算定に関する会計基準の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等

が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影

響はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 2020年10月１日 至 2021年６月30日)

１．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：千円)

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２建設事業 防災安全事業 化学品事業 計

売上高

外部顧客への売上高 11,033,543 2,457,580 365,638 13,856,763 － 13,856,763

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 935 － 935 △935 －

計 11,033,543 2,458,516 365,638 13,857,698 △935 13,856,763

セグメント利益 1,149,280 274,273 81,685 1,505,239 △378,532 1,126,707

（注）１．セグメント利益の調整額△378,532千円は、報告セグメントに配分していない全社費用378,532千円であり

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 2021年10月１日 至 2022年６月30日)

１．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：千円)

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２建設事業 防災安全事業 化学品事業 計

売上高

外部顧客への売上高 11,324,629 1,643,449 315,866 13,283,945 － 13,283,945

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － － －

計 11,324,629 1,643,449 315,866 13,283,945 － 13,283,945

セグメント利益 1,210,340 131,682 24,363 1,366,386 △396,345 970,041

（注）１．セグメント利益の調整額△396,345千円は、報告セグメントに配分していない全社費用396,345千円であり

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。

　


