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1. 2021年3月期第2四半期の業績（2020年4月1日～2020年9月30日）

(1) 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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期第2四半期 3,420 △18.7 157 △11.4 207 △0.4 135 6.6

2020年3月期第2四半期 4,208 7.0 177 267.1 208 147.3 127 161.5

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2四半期 10.30 ―

2020年3月期第2四半期 9.66 ―

(2) 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2四半期 13,395 9,839 73.5

2020年3月期 14,035 9,636 68.7

（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 9,839百万円 2020年3月期 9,636百万円

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 ― ― ― 13.00 13.00

2021年3月期 ― ―

2021年3月期（予想） ― 13.00 13.00

（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 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 9,100 △7.2 570 0.3 600 1.8 390 2.1 29.66

（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) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(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2Q 13,233,000 株 2020年3月期 13,233,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 85,557 株 2020年3月期 85,557 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Q 13,147,443 株 2020年3月期2Q 13,147,520 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
の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。実際の業績等に影響を与える可能性のある重要な要因には下記の事項があります。

（１）新型コロナウイルス流行の影響

（２）季節的要因による出荷の遅れ

（３）天候の不順による土木工事の遅れが原因の出荷の遅れ

なお、業績に影響を与える要因はこれらに限定されるものではありません。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３ページ「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２四半期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の影響下で企業行動は抑制され、個人

消費も落ち込みました。夏過ぎから新型コロナウイルス感染は小康を保ちつつあり、政府はこの推移を見つつ経済

活動再起動に向けた諸施策を講じています。こうしたことから、徐々に持ち直しの動きも出てきていますが、再度

の感染拡大の懸念は消えず、先行きは未だ見通し難いものがあります。

当社では、新型コロナウイルス感染症に関わるリスク対応を図りながら、自社製品の受注獲得を最重点に掲げ、

当社技術を最大限に活かした営業活動を続けました。

こうして取組みましたが、当第２四半期累計期間の売上高は34億２千万円（前年同四半期は42億８百万円）とな

り、損益面では営業利益１億５千７百万円（前年同四半期は１億７千７百万円)、経常利益は２億７百万円 (前年同

四半期は２億８百万円) となり、前年同四半期に比べ減収減益となりました。

四半期純利益は、特別損失を差し引きし税金費用６千２百万円を控除した結果、１億３千５百万円（前年同四半

期は１億２千７百万円）となりました。

セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。

（コンクリート関連事業）

コンクリート関連事業は、受注高は37億５千３百万円、売上高は33億９千４百万円（前年同四半期は41億８千２

百万円）、セグメント利益は１億７千１百万円（前年同四半期は１億８千８百万円）となりました。

① セメント二次製品部門は、受注高が20億９千１百万円、売上高は17億５千８百万円（前年同四半期は19億円）

となりました。

② 工事部門は、受注高が１億７千２百万円、売上高は１億５千９百万円（前年同四半期は１億７千１百万円）と

なりました。

③ その他部門は、工事用資材及びコンクリート製品に装着する資材等で、受注高は14億８千９百万円、売上高は

14億７千６百万円（前年同四半期は21億１千万円）となりました。

（不動産事業）

　不動産事業は当社が保有するマンション等の賃貸収入で、売上高は２千５百万円（前年同四半期は２千６百万

円）、セグメント利益は１千１百万円（前年同四半期は１千３百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

（資産）

当第２四半期会計期間末における総資産は133億９千５百万円（前事業年度末に比べ６億４千万円減少）となりま

した。流動資産は前事業年度末に比べ９億８千３百万円減少し、85億１千８百万円となり、固定資産は前事業年度

末に比べ３億４千３百万円増加して48億７千６百万円になりました。流動資産の主な減少は、売上債権の減少14億

９千１百万円となっております。

（負債）

当第２四半期会計期間末における負債は35億５千６百万円（前事業年度末に比べ８億４千３百万円減少）となり

ました。流動負債は前事業年度末に比べ９億５千３百万円減少し、24億６千１百万円となり、固定負債は前事業年

度末に比べ１億９百万円増加し、10億９千４百万円となりました。流動負債の主な減少は、仕入債務の減少７億７

千６百万円であります。

（純資産）

当第２四半期会計期間末における純資産は98億３千９百万円（前事業年度末に比べ２億３百万円増加）となりま

した。主な増加は、その他有価証券評価差額金２億３千８百万円となっております。その結果、自己資本比率は

73.5％となりました。
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②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前事業年度末に比べ、３億５千２

百万円増加（前年同四半期は５億７千２百万円の増加）し、当第２四半期末残高は24億５百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動における資金収支は、税引前四半期純利益１億９千７百万円、減価償却費９千８百万円、売上債権の減

少15億２千７百万円等の資金の増加が、仕入債務の減少７億７千２百万円等の資金の減少を上回ったことにより、

資金の増加は６億４千３百万円(前年同四半期は８億５千７百万円の増加）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動における資金収支は、有形固定資産の取得による支出１億６百万円等により、資金の減少は１億６百万

円（前年同四半期は１億２千２百万円の減少）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動における資金収支は、配当金の支払額１億７千２百万円等により、資金の減少は１億８千４百万円（前

年同四半期は１億６千３百万円の減少）となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期通期の業績予想につきましては、2020年５月14日に公表しております予想に変更はありません。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,537,309 4,890,083

受取手形及び売掛金 2,988,825 2,051,869

電子記録債権 1,121,623 566,766

製品 701,343 862,278

原材料及び貯蔵品 75,956 82,296

その他 79,942 67,282

貸倒引当金 △2,916 △1,847

流動資産合計 9,502,085 8,518,728

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 189,622 184,724

機械及び装置（純額） 173,818 177,705

土地 1,677,601 1,677,601

その他（純額） 375,646 380,468

有形固定資産合計 2,416,689 2,420,500

無形固定資産 84,343 82,608

投資その他の資産

投資有価証券 904,517 991,898

関係会社株式 916,289 1,173,261

その他 220,044 215,001

貸倒引当金 △8,168 △6,325

投資その他の資産合計 2,032,682 2,373,837

固定資産合計 4,533,715 4,876,945

資産合計 14,035,801 13,395,674

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,535,410 1,006,100

電子記録債務 1,208,990 961,358

短期借入金 200,000 200,000

未払法人税等 117,492 50,278

賞与引当金 114,226 80,809

その他 238,654 162,775

流動負債合計 3,414,774 2,461,321

固定負債

長期借入金 800,000 800,000

退職給付引当金 62,269 59,000

その他 122,596 235,743

固定負債合計 984,865 1,094,744

負債合計 4,399,639 3,556,065
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,204,900 1,204,900

資本剰余金 819,054 819,054

利益剰余金 7,547,732 7,512,266

自己株式 △45,152 △45,152

株主資本合計 9,526,534 9,491,068

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 109,627 348,539

評価・換算差額等合計 109,627 348,539

純資産合計 9,636,161 9,839,608

負債純資産合計 14,035,801 13,395,674
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 4,208,602 3,420,331

売上原価 3,557,607 2,807,047

売上総利益 650,994 613,283

販売費及び一般管理費 473,670 456,249

営業利益 177,324 157,033

営業外収益

受取利息 269 254

受取配当金 44,895 52,791

その他 2,129 6,172

営業外収益合計 47,294 59,218

営業外費用

支払利息 6,553 6,449

その他 9,713 2,200

営業外費用合計 16,266 8,649

経常利益 208,352 207,602

特別損失

固定資産除却損 4,613 9,666

特別損失合計 4,613 9,666

税引前四半期純利益 203,739 197,936

法人税、住民税及び事業税 44,779 40,382

法人税等調整額 31,916 22,102

法人税等合計 76,695 62,485

四半期純利益 127,043 135,451
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 203,739 197,936

減価償却費 100,564 98,845

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,402 △9,301

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,442 △1,113

賞与引当金の増減額（△は減少） △23,351 △33,417

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,000 △16,500

受取利息及び受取配当金 △45,165 △53,046

支払利息 6,553 6,449

固定資産除却損 4,613 9,666

売上債権の増減額（△は増加） 2,287,824 1,527,812

たな卸資産の増減額（△は増加） △171,008 △169,937

その他の資産の増減額（△は増加） △34,256 △27,595

未払消費税等の増減額（△は減少） 15,251 △68,672

仕入債務の増減額（△は減少） △1,270,747 △772,383

その他の負債の増減額（△は減少） △183,119 12,445

小計 862,053 701,188

利息及び配当金の受取額 38,248 44,922

利息の支払額 △6,520 △6,464

法人税等の支払額 △35,993 △96,574

営業活動によるキャッシュ・フロー 857,787 643,072

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △2,485,000 △2,485,000

定期預金の払戻による収入 2,485,000 2,485,000

有形固定資産の取得による支出 △122,658 △106,464

その他 273 256

投資活動によるキャッシュ・フロー △122,385 △106,208

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △73 -

リース債務の返済による支出 △6,546 △12,088

配当金の支払額 △156,696 △172,001

財務活動によるキャッシュ・フロー △163,316 △184,089

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 572,084 352,774

現金及び現金同等物の期首残高 2,088,611 2,052,309

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,660,696 2,405,083
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（４）四半期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。


