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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 1,464 △75.1 △2,070 ― △1,712 ― △2,047 ―

2020年3月期第2四半期 5,871 129.0 120 ― 96 ― 119 △96.8

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 △612.85 ―

2020年3月期第2四半期 35.75 ―

(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 23,904 7,302 30.6

2020年3月期 25,391 9,258 36.5

（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 7,302百万円 2020年3月期 9,258百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00

2021年3月期 ― ―

2021年3月期（予想） ― 0.00 0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

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 4,000 △65.2 △3,910 ― △3,360 ― △3,790 ― △1,134.49

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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 3,463,943 株 2020年3月期 3,463,943 株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 123,221 株 2020年3月期 123,139 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Q 3,340,771 株 2020年3月期2Q 3,340,830 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、決算短信
（添付資料）２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拡大に伴う緊急事態宣言を機に休業要請

や外出自粛要請が本格化したことにより景気が急激に悪化するスタートとなり、なかでもサービス消費は人の移動が自

粛されるなかで著しく落ち込みました。宣言解除後の経済活動は緩やかに回復基調に向かうも、その動きは鈍く、将来

の見通しが極めて不透明な状況で推移しました。

当社におきましても、政府による緊急事態宣言を受け、本舘および営業所において４月11日から約50日間の臨時休業

を実施いたしました。その後緊急事態宣言解除を受け、感染拡大防止対策の徹底や新たな勤務体制の導入など、事業継

続対策を一段と強化し６月より営業を再開いたしました。

営業再開後の売上高は回復基調にあるもののコロナ禍の影響は大きく、当第２四半期累計期間は大幅な減収を余儀な

くされ、売上高は1,464百万円(前年同四半期比75.1%減)となりました。

一方、経費につきましては、雇用調整助成金制度を活用し社員の雇用を守ることを基本に人件費負担は維持しつつ、

施設管理に係る委託費用の減免や広告宣伝費などの政策的費用の縮減など諸経費の削減を進めました。しかしながら売

上高減少の規模が著しく、営業損失は2,070百万円(前年同四半期は営業利益120百万円)、経常損失は1,712百万円(前年

同四半期は経常利益96百万円)、四半期純損失は2,047百万円(前年同四半期は四半期純利益119百万円)となりました。

（２）財政状態に関する説明

総資産は、前事業年度末に比べて1,486百万円減少し23,904百万円となりました。その主な要因は、投資有価証券が

172百万円増加し、有価証券が1,000百万円、有形固定資産が633百万円それぞれ減少したことであります。

負債は、前事業年度末に比べて468百万円増加し16,601百万円となりました。その主な要因は、流動負債の「その

他」に計上した預り金が420百万円増加したことであります。

純資産は、四半期純損失の計上および期末配当の実施などにより、純額で前事業年度末に比べ1,955百万円減少し

7,302百万円となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

最近の業績の動向等を踏まえ、2020年5月15日の決算発表時および2020年7月31日の第１四半期決算発表時に公表した

2021年３月期の業績予想を以下のとおり修正いたしました。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により業績予想が

困難であったことから、配当予想を控えておりましたが、上記の業績予想を踏まえ、期末配当予想を無配といたしま

す。詳細は本日公表いたしました「業績予想および配当予想の公表に関するお知らせ」をご覧ください。

2021年３月期通期個別業績予想数値の修正(2020年４月１日〜2021年３月31日)

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

前回発表予想(A) - - - - -

今回修正予想(B) 4,000 △3,910 △3,360 △3,790 △1,134.49

増減額(B-A) - - - - -

増減率(%) - - - - -

(ご参考)前期実績

(2020年３月期)
11,504 148 69 108 32.38
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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 1,719,015 1,676,353

売掛金 284,114 220,425

有価証券 2,000,010 999,984

商品及び製品 20,496 18,174

仕掛品 6,945 7,842

原材料及び貯蔵品 125,563 117,384

その他 225,277 351,866

貸倒引当金 △357 △341

流動資産合計 4,381,065 3,391,690

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 13,169,953 12,738,062

構築物（純額） 181,971 178,967

機械装置及び運搬具（純額） 87,570 16,448

工具、器具及び備品（純額） 256,354 239,160

土地 2,033,143 2,033,143

リース資産（純額） 1,745,937 1,635,948

有形固定資産合計 17,474,930 16,841,732

無形固定資産

リース資産 57,024 52,401

電話加入権 3,009 3,009

無形固定資産合計 60,034 55,410

投資その他の資産

投資有価証券 1,680,615 1,853,060

その他 1,794,488 1,762,435

投資その他の資産合計 3,475,104 3,615,495

固定資産合計 21,010,069 20,512,638

資産合計 25,391,134 23,904,329
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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)

負債の部

流動負債

買掛金 110,151 85,250

短期借入金 380,000 380,000

1年内返済予定の長期借入金 50,000 298,000

未払金 712,922 772,873

未払法人税等 54,046 78,375

賞与引当金 133,080 111,840

その他 1,091,312 1,545,602

流動負債合計 2,531,512 3,271,940

固定負債

長期借入金 9,525,000 9,252,000

退職給付引当金 1,281,968 1,248,215

資産除去債務 20,046 20,160

その他 2,774,250 2,809,121

固定負債合計 13,601,264 13,329,497

負債合計 16,132,776 16,601,438

純資産の部

株主資本

資本金 3,700,011 3,700,011

資本剰余金 2,883,140 2,883,140

利益剰余金 2,612,352 531,548

自己株式 △441,841 △442,090

株主資本合計 8,753,663 6,672,610

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 504,693 630,280

評価・換算差額等合計 504,693 630,280

純資産合計 9,258,357 7,302,890

負債純資産合計 25,391,134 23,904,329
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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 5,871,490 1,464,795

売上原価 5,276,348 3,146,480

売上総利益又は売上総損失（△） 595,141 △1,681,685

販売費及び一般管理費

給料及び手当 230,491 235,946

賞与引当金繰入額 6,360 6,320

その他 237,525 146,966

販売費及び一般管理費合計 474,377 389,232

営業利益又は営業損失（△） 120,764 △2,070,918

営業外収益

受取利息 412 213

受取配当金 21,221 25,173

助成金収入 - 417,725

その他 6,851 4,592

営業外収益合計 28,485 447,705

営業外費用

支払利息 51,369 87,491

コミットメントフィー 1,378 1,378

その他 75 -

営業外費用合計 52,823 88,870

経常利益又は経常損失（△） 96,426 △1,712,083

特別利益

投資有価証券売却益 - 15,097

特別利益合計 - 15,097

特別損失

減損損失 - 253,227

特別損失合計 - 253,227

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 96,426 △1,950,213

法人税、住民税及び事業税 17,441 6,605

法人税等調整額 △40,466 90,577

法人税等合計 △23,024 97,182

四半期純利益又は四半期純損失（△） 119,450 △2,047,396
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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又は税引前四半期純損失
（△）

96,426 △1,950,213

減価償却費 418,509 400,303

減損損失 - 253,227

長期前払費用償却額 20,520 24,962

退職給付引当金の増減額（△は減少） △99,311 △33,752

賞与引当金の増減額（△は減少） 22,980 △21,240

貸倒引当金の増減額（△は減少） △778 △15

受取利息及び受取配当金 △21,634 △25,387

支払利息 51,369 87,491

助成金収入 - △417,725

支払手数料 1,378 1,378

投資有価証券売却損益（△は益） - △15,097

売上債権の増減額（△は増加） 179,189 63,688

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,741 9,604

その他の流動資産の増減額（△は増加） 791,856 49,073

長期前払費用の増減額（△は増加） 10,003 6,120

仕入債務の増減額（△は減少） △12,830 △24,901

その他の流動負債の増減額（△は減少） 369,887 525,693

長期未払金の増減額（△は減少） △2,600 -

その他 3,245 △7,857

小計 1,813,469 △1,074,644

利息及び配当金の受取額 21,638 25,389

利息の支払額 △46,427 △87,492

助成金の受取額 - 242,060

法人税等の支払額 △10,113 △205

その他の支出 △1,363 △1,371

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,777,202 △896,262

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △5,000,000 -

有価証券の償還による収入 8,000,000 2,000,000

投資有価証券の取得による支出 △186 △189

投資有価証券の売却による収入 - 22,317

有形固定資産の取得による支出 △48,307 △10,407

貸付金の回収による収入 2,115 969

敷金及び保証金の回収による収入 2,982 -

保険積立金の払戻による収入 72 -

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,956,675 2,012,690

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △11,800,000 -

長期借入れによる収入 9,600,000 -

長期借入金の返済による支出 - △25,000

自己株式の取得による支出 △98 △249

配当金の支払額 △32,959 △32,999

リース債務の返済による支出 △99,472 △100,855

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,332,530 △159,104

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,401,347 957,323

現金及び現金同等物の期首残高 1,454,952 1,719,015

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,856,300 2,676,338
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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）

当第２四半期累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）

　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）

当第２四半期累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）

　該当事項はありません。


	サマリ_5
	添付資料_final

