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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 4,477 △1.6 174 78.5 187 82.3 127 81.7

2020年3月期第3四半期 4,549 1.5 97 △28.3 103 △28.4 70 △30.1

（注）包括利益 2021年3月期第3四半期　　141百万円 （75.7％） 2020年3月期第3四半期　　80百万円 （△4.0％）

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 43.41 ―

2020年3月期第3四半期 23.89 ―

(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3月期第3四半期 3,382 1,624 48.0 553.41

2020年3月期 3,241 1,498 46.2 510.46

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 1,624百万円 2020年3月期 1,498百万円

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 ― 5.00 5.00

2021年3月期 ― 0.00 ―

2021年3月期（予想） 10.00 10.00

（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 5,843 △2.4 187 35.2 198 38.5 130 28.9 44.29

（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3月期3Q 2,940,000 株 2020年3月期 2,940,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 5,120 株 2020年3月期 5,120 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 2,934,880 株 2020年3月期3Q 2,934,880 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、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「（３）連結業績予想などの将来予想に関する説明」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の経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて社会経済活

動が制限されるなか、極めて厳しい状況となりました。緊急事態宣言解除後、各種政策の効果等により持ち直しの

動きが見られたものの、冬を迎え感染が再拡大するなど、先行きは極めて不透明な状況で推移いたしました。

当社グループを取り巻く環境におきましても、企業間競争の激化に加えて、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、予定していた各種イベント等の開催が延期・中止となりました。雇用情勢におきましては、従前より懸念さ

れていた採用難が解消傾向にある一方で、売り手市場が一変し引き続き不安定な状況となっております。また、増

大する社会保障費用に対する削減圧力の強まりから、法改正による介護報酬の削減等、事業を取り巻く環境も依然

として厳しい状況が継続しております。

このような状況のもと、当社グループは引き続き「お客さま第一主義」に徹した経営姿勢を貫き、十分な感染症

対策を講じた勤務体制のもと、業務品質の向上に取り組むとともに、お客さまのニーズに合った提案型営業を推進

し、新規業務の受注や既存先の仕様拡大等に注力してまいりました。費用面におきましては、原価管理の徹底なら

びに販売管理費の改善、不採算案件の見直し等に努めてまいりました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は44億7,667万円（前年同四半期比1.6％減）となり

ましたが、利益面につきましては、経常利益は１億8,709万円（前年同四半期比82.3％増）、親会社株主に帰属す

る四半期純利益につきましては、1億2,739万円（前年同四半期比81.7％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（総資産）

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は、33億8,164万円となり、前連結会計年度末に比べ１億4,064万

円増加しました。主な要因は、現金及び預金が増加したこと等によるものです。

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末における負債は、17億5,745万円となり、前連結会計年度末に比べ1,459万円増加

しました。主な要因は、借入金が増加したこと等によるものです。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産は、16億2,418万円となり、前連結会計年度末に比べ１億2,604万

円増加しました。主な要因は、利益剰余金が増加したこと等によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

・業績予想について

2021年３月期の通期業績予想につきましては、2020年10月26日公表いたしました業績予想数値を変更しており

ません。今後、業績予想に変更が生じる場合には速やかに開示いたします。

・配当について

2021年３月期の配当につきましては、配当予想を修正しております。詳細は、本日公表の「2021年３月期配当

予想の修正(創立50周年記念配当)に関するお知らせ」をご参照ください。
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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

現金及び預金 1,442,644 1,610,438

受取手形及び売掛金 671,070 669,468

原材料及び貯蔵品 8,096 7,279

その他 41,326 16,104

貸倒引当金 △48 △59

流動資産合計 2,163,089 2,303,231

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 358,702 377,551

減価償却累計額 △255,619 △261,443

建物及び構築物（純額） 103,082 116,107

土地 351,993 351,993

その他 97,574 96,241

減価償却累計額 △65,464 △69,434

その他（純額） 32,110 26,807

有形固定資産合計 487,186 494,908

無形固定資産

借地権 47,121 47,121

ソフトウエア 32,969 19,174

電話加入権 7,123 7,123

無形固定資産合計 87,214 73,419

投資その他の資産

投資有価証券 171,344 185,816

長期貸付金 － 3,630

差入保証金 66,843 67,116

保険積立金 83,832 89,160

繰延税金資産 177,275 159,442

その他 4,221 4,921

投資その他の資産合計 503,516 510,087

固定資産合計 1,077,917 1,078,415

資産合計 3,241,006 3,381,647
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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

支払手形及び買掛金 93,549 83,128

短期借入金 43,200 80,000

1年内返済予定の長期借入金 205,576 223,490

未払費用 354,213 350,210

未払法人税等 34,868 32,211

未払消費税等 108,501 104,720

賞与引当金 50,217 12,554

その他 79,387 69,865

流動負債合計 969,514 956,181

固定負債

長期借入金 147,210 158,331

長期未払金 62,090 59,784

役員退職慰労引当金 6,899 7,615

退職給付に係る負債 555,932 574,803

その他 1,219 742

固定負債合計 773,351 801,276

負債合計 1,742,865 1,757,458

純資産の部

株主資本

資本金 302,000 302,000

資本剰余金 250,237 250,237

利益剰余金 904,626 1,017,347

自己株式 △1,879 △1,879

株主資本合計 1,454,983 1,567,705

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 48,743 60,733

退職給付に係る調整累計額 △5,586 △4,250

その他の包括利益累計額合計 43,157 56,483

純資産合計 1,498,141 1,624,188

負債純資産合計 3,241,006 3,381,647
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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 4,548,591 4,476,675

売上原価 3,827,273 3,655,340

売上総利益 721,318 821,335

販売費及び一般管理費 623,929 647,450

営業利益 97,388 173,884

営業外収益

受取利息 44 136

受取配当金 4,759 5,303

投資有価証券売却益 ― 6,819

不動産賃貸料 874 780

保険返戻金 1,303 1,228

雑収入 1,208 1,694

営業外収益合計 8,188 15,961

営業外費用

支払利息 2,912 2,754

雑損失 38 －

営業外費用合計 2,951 2,754

経常利益 102,625 187,091

特別利益

移転補償金 ― 13,958

特別利益合計 ― 13,958

税金等調整前四半期純利益 102,625 201,050

法人税、住民税及び事業税 12,326 61,674

法人税等調整額 20,199 11,979

法人税等合計 32,525 73,654

四半期純利益 70,099 127,395

親会社株主に帰属する四半期純利益 70,099 127,395
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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 70,099 127,395

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 9,961 11,989

退職給付に係る調整額 45 1,336

その他の包括利益合計 10,006 13,326

四半期包括利益 80,106 140,722

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 80,106 140,722

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。
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（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　

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)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月27日
定時株主総会

普通株式 14,674 5.00 2019年３月31日 2019年６月28日 利益剰余金

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間

　 の末日後となるもの
　

　該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動
　

　該当事項はありません。

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)
　
１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月26日
定時株主総会

普通株式 14,674 5.00 2020年３月31日 2020年６月29日 利益剰余金

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間

　 の末日後となるもの
　

　該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動
　

　該当事項はありません。
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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 2019年４月１日 至 2019年12月31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

建物総合管理
サービス事業

人材サービス
事業

介護サービス
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 3,643,114 851,507 53,970 4,548,591 ― 4,548,591

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 3,643,114 851,507 53,970 4,548,591 ― 4,548,591

セグメント利益又は損失(△) 305,354 30,518 △8,525 327,347 △229,959 97,388

（注）1.セグメント利益又は損失の調整額△229,959千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、

その主な内容は、報告セグメントに帰属しない提出会社の総務部門等の管理部門にかかる費用であります。

　 2.セグメント利益又は損失は、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 2020年４月１日 至 2020年12月31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

建物総合管理
サービス事業

人材サービス
事業

介護サービス
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 3,653,078 770,853 52,743 4,476,675 ― 4,476,675

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 3,653,078 770,853 52,743 4,476,675 ― 4,476,675

セグメント利益又は損失(△) 376,952 38,092 △1,764 413,280 △239,395 173,884

（注）1.セグメント利益又は損失の調整額△239,395千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、

その主な内容は、報告セグメントに帰属しない提出会社の総務部門等の管理部門にかかる費用であります。

　 2.セグメント利益又は損失は、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。

　


