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1. 2020年12月期第3四半期の連結業績（2019年12月21日～2020年9月20日）

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

営業収益 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 ％

2020年12月期第3四半期 1,416 △25.4 △333 ― △317 ― △371 ―

2019年12月期第3四半期 1,900 △10.8 △131 ― △119 ― △113 ―

（注）包括利益 2020年12月期第3四半期　　△333百万円 （―％） 2019年12月期第3四半期　　△119百万円 （―％）

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

2020年12月期第3四半期 △51.43 ―

2019年12月期第3四半期 △15.69 ―

(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 ％

2020年12月期第3四半期 6,238 5,401 86.5

2019年12月期 6,668 5,804 87.0

（参考）自己資本 2020年12月期第3四半期 5,395百万円 2019年12月期 5,801百万円

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

2019年12月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00

2020年12月期 ― 5.00 ―

2020年12月期（予想） 5.00 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 ： 無

3. 2020年12月期の連結業績予想（2019年12月21日～2020年12月20日）

（％表示は、対前期増減率）

営業収益 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 1,972 △20.1 △349 ― △323 ― △378 ― △52.39

（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

(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

(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） 2020年12月期3Q 7,398,000 株 2019年12月期 7,398,000 株

② 期末自己株式数 2020年12月期3Q 165,071 株 2019年12月期 165,071 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年12月期3Q 7,232,929 株 2019年12月期3Q 7,233,015 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。
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１．四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
(2019年12月20日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年９月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,445,735 4,082,626

受取手形及び売掛金 261,416 250,221

製品 1,163 1,658

仕掛品 161 49

原材料及び貯蔵品 7,927 14,210

その他 17,067 7,564

貸倒引当金 △1,733 △1,562

流動資産合計 4,731,737 4,354,768

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 616,146 590,456

機械装置及び運搬具（純額） 60,609 48,623

土地 974,849 974,849

その他（純額） 26,163 19,245

有形固定資産合計 1,677,768 1,633,174

無形固定資産

その他 21,338 18,577

無形固定資産合計 21,338 18,577

投資その他の資産

その他（純額） 240,138 233,444

貸倒引当金 △2,423 △1,926

投資その他の資産合計 237,715 231,517

固定資産合計 1,936,821 1,883,269

資産合計 6,668,559 6,238,037

負債の部

流動負債

買掛金 63,154 38,772

未払金 268,204 216,910

未払法人税等 12,415 8,838

前受金 159,579 169,300

賞与引当金 1,561 38,984

その他 32,269 45,111

流動負債合計 537,184 517,917

固定負債

役員退職慰労引当金 209,351 209,351

退職給付に係る負債 65,107 62,372

資産除去債務 42,050 39,199

その他 10,305 7,787

固定負債合計 326,814 318,710

負債合計 863,999 836,628
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年12月20日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年９月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,010,036 1,010,036

資本剰余金 983,705 983,705

利益剰余金 3,923,127 3,478,806

自己株式 △76,800 △76,800

株主資本合計 5,840,067 5,395,747

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △38,498 115

為替換算調整勘定 △8 △22

その他の包括利益累計額合計 △38,507 93

新株予約権 3,000 5,568

純資産合計 5,804,560 5,401,409

負債純資産合計 6,668,559 6,238,037
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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 2018年12月21日
　至 2019年９月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年12月21日
　至 2020年９月20日)

営業収益 1,900,160 1,416,789

営業原価 1,757,113 1,516,839

営業総利益又は営業総損失（△） 143,046 △100,049

販売費及び一般管理費 274,931 233,884

営業損失（△） △131,885 △333,933

営業外収益

受取利息 749 685

受取配当金 812 722

不動産賃貸料 5,350 11,550

その他 11,544 9,064

営業外収益合計 18,457 22,022

営業外費用

不動産賃貸費用 3,645 3,353

固定資産除却損 0 2,134

その他 2,035 449

営業外費用合計 5,681 5,936

経常損失（△） △119,108 △317,847

特別損失

投資有価証券評価損 ― 44,686

特別損失合計 ― 44,686

税金等調整前四半期純損失（△） △119,108 △362,533

法人税等 △5,633 9,457

四半期純損失（△） △113,474 △371,990

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △113,474 △371,990
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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 2018年12月21日
　至 2019年９月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年12月21日
　至 2020年９月20日)

四半期純損失（△） △113,474 △371,990

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △6,398 38,614

為替換算調整勘定 △87 △13

その他の包括利益合計 △6,485 38,600

四半期包括利益 △119,960 △333,390

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △119,960 △333,390

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。

（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）

税金費用の計算

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む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しております。

（追加情報）

新型コロナウイルス感染症の影響については、国内外における感染拡大の影響等を含め、今後の広がりまたは

収束を予測することは困難である状況下にありますが、本邦をはじめとした各国における隔離措置や移動制限、

それにともなう企業活動の制限などによる広告掲載の減少により、当社グループの業績にも影響を与えておりま

す。

当社グループは、当該状況が当連結会計年度及び翌連結会計年度の業績に影響を及ぼし、当連結会計年度の第

４四半期からは徐々に状況の改善を見込んでいるものの、当連結会計年度においては特に厳しい経営環境になる

との見積りの前提となる仮定をおいております。

当該影響により、当四半期連結会計期間以降における、有形固定資産、無形固定資産等の評価に影響を及ぼす

可能性があります。
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