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1. 2021年12月期第3四半期の連結業績（2021年1月1日～2021年9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12月期第3四半期 7,004 △4.6 464 △5.9 497 △4.0 317 △12.6

2020年12月期第3四半期 7,344 △12.6 493 △29.2 517 △28.2 362 △23.2

（注）包括利益 2021年12月期第3四半期　　377百万円 （6.5％） 2020年12月期第3四半期　　354百万円 （△26.2％）

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12月期第3四半期 66.23 ―

2020年12月期第3四半期 75.90 ―

(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12月期第3四半期 11,982 7,171 59.9 1,496.38

2020年12月期 12,189 6,884 56.5 1,438.99

（参考）自己資本 2021年12月期第3四半期 7,171百万円 2020年12月期 6,884百万円

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12月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00

2021年12月期 ― 0.00 ―

2021年12月期（予想） 15.00 15.00

（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12月期の連結業績予想（2021年 1月 1日～2021年12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 9,700 △2.3 560 △8.1 580 △9.7 400 △7.4 83.61

（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 ： 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12月期3Q 6,000,000 株 2020年12月期 6,000,000 株

② 期末自己株式数 2021年12月期3Q 1,207,380 株 2020年12月期 1,215,680 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期3Q 4,788,789 株 2020年12月期3Q 4,780,087 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

　本資料に記載された予想数値は、本資料発表日現在において、入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想
数値と異なる可能性があります。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（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、昨年からの新型コロナウイルス感染症（COVID-19)長期化の

影響から経済活動の停滞が続いております。今後につきましては、ワクチン接種が進んでいくことで感染の抑制が

期待されるものの変異型ウイルスの出現で再拡大が懸念されるなど、先行きの経済活動は極めて不透明な状況とな

っております。

  このような経営環境のもと、当社グループが関連いたします建設市場におきましては、公共投資は堅調に推移し

ました。民間設備投資は、一部に受注の回復傾向が見られますが、新型コロナウイルス感染症の影響で投資意欲が

消極的になっており、建設労働者の不足による労務費の増加や材料費など部材の値上げなどの影響で、厳しい受注

環境が続いております。

  また、住宅投資につきましては、政府による各種施策が引き続き行われ、住宅ローンも引き続き低金利の状況で

住宅取得環境は良好な状態が続いております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響で対面営業の自粛

やウッドショックからの着工遅れなどの影響により、当社の販売先であります戸建住宅の新設住宅着工戸数は低調

に推移しており、厳しい受注環境が続いております。

  このような状況のもと当第３四半期連結累計期間におきましては、新型コロナウイルスの感染拡大による当社グ

ループの事業活動への影響は軽微で推移し、当社グループは当初計画しました売上と営業利益確保を最重要課題と

した事業活動に取り組んでまいりました。その結果、売上高70億４百万円（前年同期比4.6％減）、営業利益４億

64百万円（前年同期比5.9％減）、経常利益４億97百万円（前年同期比4.0％減）、親会社株主に帰属する四半期純

利益３億17百万円（前年同期比12.6％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

(資産）

  当第３四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末と比べ２億７百万円減少し、119億82百

万円となりました。これは主に現金及び預金並びに受取手形及び売掛金、電子記録債権の減少、商品及び製品並びに

土地の増加によるものです。

（負債）

　負債につきましては、前連結会計年度末と比べ４億94百万円減少し、48億10百万円となりました。これは主に電子

記録債務及び未払金並びに短期借入金の減少、支払手形及び買掛金並びに賞与引当金の増加によるものです。

（純資産）

　純資産につきましては、前連結会計年度末と比べ２億86百万円増加し、71億71百万円となりました。これは主に親

会社株主に帰属する四半期純利益の計上による増加及び配当金の支払いによるものです。

（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、2021年２月13日に発表しました2020年12月期決算短信に記載しておりま

す2021年12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021年12月31日）から変更はありません。

　なお、新型コロナウイルス感染症の影響については、引き続き厳しい市場環境が続くものと予測されます。当社グ

ループの第３四半期連結累計期間の実績は、ほぼ計画通りに推移しておりますが、業績予想に修正が必要となった場

合は速やかに開示してまいります。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,559,114 2,927,054

受取手形及び売掛金 1,766,800 1,471,730

電子記録債権 1,303,765 1,202,334

商品及び製品 599,820 660,748

仕掛品 22,957 20,949

原材料及び貯蔵品 554,313 563,190

その他 70,331 83,141

貸倒引当金 △1,228 △1,069

流動資産合計 7,875,876 6,928,080

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,230,601 1,208,488

機械装置及び運搬具（純額） 436,394 381,181

土地 1,928,922 2,602,683

建設仮勘定 19,755 44,606

その他（純額） 72,964 124,234

有形固定資産合計 3,688,638 4,361,195

無形固定資産

その他 160,667 159,660

無形固定資産合計 160,667 159,660

投資その他の資産

投資有価証券 289,946 329,468

繰延税金資産 90,155 108,639

その他 86,477 97,136

貸倒引当金 △2,033 △2,030

投資その他の資産合計 464,546 533,214

固定資産合計 4,313,852 5,054,069

資産合計 12,189,728 11,982,149

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12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 665,257 697,756

電子記録債務 1,255,237 928,489

短期借入金 1,700,000 1,650,000

未払金 378,515 221,196

未払法人税等 109,799 107,478

賞与引当金 41,329 176,851

その他 326,174 210,739

流動負債合計 4,476,312 3,992,511

固定負債

退職給付に係る負債 676,534 666,248

長期未払金 57,075 57,075

製品保証引当金 32,368 32,368

長期預り保証金 28,545 33,545

資産除去債務 5,498 5,498

その他 28,799 23,347

固定負債合計 828,820 818,083

負債合計 5,305,133 4,810,594

純資産の部

株主資本

資本金 1,683,378 1,683,378

資本剰余金 1,594,180 1,596,020

利益剰余金 4,113,521 4,334,997

自己株式 △501,066 △497,892

株主資本合計 6,890,013 7,116,503

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 93,282 119,205

為替換算調整勘定 9,047 27,741

退職給付に係る調整累計額 △107,748 △91,896

その他の包括利益累計額合計 △5,418 55,051

純資産合計 6,884,595 7,171,554

負債純資産合計 12,189,728 11,982,149
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

売上高 7,344,087 7,004,378

売上原価 5,367,273 5,099,010

売上総利益 1,976,814 1,905,368

販売費及び一般管理費 1,483,266 1,440,955

営業利益 493,547 464,412

営業外収益

受取利息 763 2,176

受取配当金 6,389 5,275

スクラップ売却収入 6,346 11,887

受取家賃 3,640 3,640

雑収入 11,554 14,987

営業外収益合計 28,695 37,968

営業外費用

支払利息 4,178 4,234

雑損失 562 1,141

営業外費用合計 4,740 5,376

経常利益 517,501 497,005

特別損失

固定資産除却損 1,017 76

特別損失合計 1,017 76

税金等調整前四半期純利益 516,483 496,928

法人税、住民税及び事業税 200,340 210,415

法人税等調整額 △46,667 △30,649

法人税等合計 153,673 179,765

四半期純利益 362,810 317,163

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 362,810 317,163

（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　2020年１月１日
　至　2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

四半期純利益 362,810 317,163

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △27,005 25,923

為替換算調整勘定 △1,573 18,694

退職給付に係る調整額 20,313 15,852

その他の包括利益合計 △8,265 60,469

四半期包括利益 354,545 377,633

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 354,545 377,633

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（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

（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。
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