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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 27,653 14.9 1,616 395.1 1,756 318.8 1,151 354.4

2020年3月期第3四半期 24,077 △9.0 326 △59.5 419 △51.7 253 △56.0

（注）包括利益 2021年3月期第3四半期　　1,237百万円 （285.5％） 2020年3月期第3四半期　　320百万円 （△33.4％）

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 368.40 ―

2020年3月期第3四半期 79.45 ―

(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 32,326 17,127 52.8

2020年3月期 31,515 16,232 51.3

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 17,054百万円 2020年3月期 16,165百万円

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 ― 60.00 60.00

2021年3月期 ― 0.00 ―

2021年3月期（予想） 60.00 60.00

（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 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 42,000 13.9 1,750 22.1 1,850 18.2 1,250 19.7 391.80

（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

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 ： 有

（注）詳細は、添付資料７ページ「（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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年3月期3Q 3,195,700 株 2020年3月期 3,195,700 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 85,265 株 2020年3月期 5,265 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 3,126,435 株 2020年3月期3Q 3,190,435 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

（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。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２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に
関する説明」をご覧ください。
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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る企業収益の低下や雇

用環境の悪化が続いており、収束時期も不透明なことから、景気は依然として厳しい状況で推移いたしました。

　道路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、民間設備投資は新型コロナウイルス感染症の

影響により弱い動きが続く状況となりました。新型コロナウイルス感染症の収束の目処がたたない現状においては、今

後の受注環境の不透明感が懸念され経営環境は厳しい状況であります。

　このような状況の中で、まずは新型コロナウイルス感染症による足元の影響の極小化に努め、「中期経営計画（2018

年度～2020年度）」目標最終年度の達成に向けて当社グループ一丸となって取り組んでおります。

　当第３四半期連結累計期間の経営成績につきましては、受注高は258億６千３百万円（前年同期比11.5％減）、売上高

は276億５千３百万円（前年同期比14.9％増）、経常利益は17億５千６百万円（前年同期比318.8％増）、親会社株主に

帰属する四半期純利益は11億５千１百万円（前年同期比354.4％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　 （資産）

　流動資産は、前連結会計年度に比べ5.2％増加し、193億７千３百万円となりました。これは現金預金が12億２千１百

万円、未成工事支出金が10億３千１百万円増加し、受取手形・完成工事未収入金等が12億９千１百万円減少したことな

どによります。

　 （負債）

流動負債は、前連結会計年度に比べ0.4％減少し、115億７千５百万円となりました。これは、短期借入金が５億円、

未成工事受入金が５千７百万円増加し、賞与引当金が１億８千８百万円、支払手形・工事未払金等が１億７千６百万円、

未払法人税等が１億５百万円減少したことなどによります。

固定負債は、長期借入金が６千１百万円減少したことなどにより1.0％減少し、36億２千３百万円となりました。

（純資産）

　純資産合計は、前連結会計年度に比べ5.5％増加し、171億２千７百万円となりました。これは主として利益剰余金が

９億６千万円増加したこによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第３四半期連結累計期間の経営成績は、2020年５月13日に公表いたしました業績予想の数値からの変更はございませ

ん。

　なお、今後の新型コロナウイルス感染症の状況などを含め、当社グループの業績に影響を及ぼす事象が生じ、業績予

想の修正が必要となった場合には、速やかに公表いたします。
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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
(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

現金預金 3,846,711 5,068,673

受取手形・完成工事未収入金等 13,313,557 12,022,359

未成工事支出金 804,657 1,835,788

その他のたな卸資産 154,810 168,030

その他 296,516 283,421

貸倒引当金 △5,990 △4,537

流動資産合計 18,410,262 19,373,736

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 3,340,833 3,209,500

土地 5,961,979 5,961,979

その他（純額） 836,779 754,865

有形固定資産合計 10,139,592 9,926,345

無形固定資産 47,847 76,604

投資その他の資産

投資有価証券 2,010,196 2,080,918

長期貸付金 26,603 25,028

破産更生債権等 54,447 52,684

繰延税金資産 806,035 772,109

その他 58,188 59,379

貸倒引当金 △37,537 △40,584

投資その他の資産合計 2,917,934 2,949,535

固定資産合計 13,105,375 12,952,485

資産合計 31,515,637 32,326,222
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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

支払手形・工事未払金等 8,157,119 7,980,244

短期借入金 800,000 1,300,000

1年内返済予定の長期借入金 148,996 98,996

未払法人税等 468,871 363,048

未成工事受入金 854,824 912,330

賞与引当金 340,307 151,738

完成工事補償引当金 10,108 11,009

工事損失引当金 17,800 24,500

その他 823,225 733,182

流動負債合計 11,621,251 11,575,049

固定負債

長期借入金 212,858 151,111

退職給付に係る負債 2,294,987 2,340,275

再評価に係る繰延税金負債 886,522 886,522

長期預り金 156,000 156,000

その他 111,723 89,994

固定負債合計 3,662,091 3,623,903

負債合計 15,283,343 15,198,953

純資産の部

株主資本

資本金 1,751,500 1,751,500

資本剰余金 869,602 869,602

利益剰余金 11,852,792 12,813,172

自己株式 △5,444 △156,244

株主資本合計 14,468,451 15,278,030

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 129,917 189,328

土地再評価差額金 1,698,058 1,698,058

退職給付に係る調整累計額 △131,200 △110,962

その他の包括利益累計額合計 1,696,775 1,776,425

非支配株主持分 67,066 72,812

純資産合計 16,232,294 17,127,269

負債純資産合計 31,515,637 32,326,222
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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 24,077,935 27,653,818

売上原価 22,350,645 24,632,979

売上総利益 1,727,290 3,020,839

販売費及び一般管理費 1,400,831 1,404,431

営業利益 326,459 1,616,407

営業外収益

受取利息 3,023 812

受取配当金 20,633 84,178

貸倒引当金戻入額 3,022 -

持分法による投資利益 80,151 69,138

雑収入 11,546 14,627

営業外収益合計 118,378 168,756

営業外費用

支払利息 19,262 23,476

雑支出 6,100 4,962

営業外費用合計 25,363 28,438

経常利益 419,474 1,756,725

特別利益

固定資産売却益 3,661 -

投資有価証券売却益 500 -

特別利益合計 4,161 -

特別損失

固定資産除却損 5,484 298

投資有価証券評価損 1,070 55,971

特別損失合計 6,554 56,270

税金等調整前四半期純利益 417,081 1,700,455

法人税等 154,750 542,903

四半期純利益 262,330 1,157,551

非支配株主に帰属する四半期純利益 8,829 5,745

親会社株主に帰属する四半期純利益 253,501 1,151,805
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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 262,330 1,157,551

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 51,271 59,304

退職給付に係る調整額 7,820 20,238

持分法適用会社に対する持分相当額 △454 106

その他の包括利益合計 58,638 79,649

四半期包括利益 320,968 1,237,201

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 312,139 1,231,455

非支配株主に係る四半期包括利益 8,829 5,745
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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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

　当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する方法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算する

と著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。
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３．その他

四半期個別受注の概況

　個別受注実績

受注高

百万円 ％

2021年３月期第３四半期 25,041 △11.2

2020年３月期第３四半期 28,213 △6.5

　（注） １．受注高は当該四半期までの累計額であります。

　 ２．パーセント表示は、前年同四半期比増減率であります。

　受注実績内訳

前第３四半期 当第３四半期

増減 増減率（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日

　至 2019年12月31日） 　至 2020年12月31日）

工
事
部
門

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

舗装工事 21,046 (74.6) 17,083 (68.2) △3,963 △18.8

土木工事等 3,948 (14.0) 4,665 (18.6) 716 18.2

計 24,995 (88.6) 21,748 (86.9) △3,247 △13.0

製品等販売部門 3,218 (11.4) 3,292 (13.1) 74 2.3

合計 28,213 (100 ) 25,041 (100 ) △3,172 △11.2

（注） （ ）内のパーセント表示は、構成比率であります。

　


