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1. 2021年12月期第1四半期の連結業績（2020年12月21日～2021年3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 ％

2021年12月期第1四半期 500 △5.5 △27 ― △24 ― △27 ―

2020年12月期第1四半期 529 △19.3 △91 ― △86 ― △135 ―

（注）包括利益 2021年12月期第1四半期　　△21百万円 （―％） 2020年12月期第1四半期　　△96百万円 （―％）

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

2021年12月期第1四半期 △3.75 ―

2020年12月期第1四半期 △18.66 ―

(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 ％

2021年12月期第1四半期 6,110 5,332 87.1

2020年12月期 6,200 5,388 86.8

（参考）自己資本 2021年12月期第1四半期 5,324百万円 2020年12月期 5,382百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00

2021年12月期 ―

2021年12月期（予想） 5.00 ― 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. 2021年12月期の連結業績予想（2020年12月21日～2021年12月20日）

（％表示は、通期は対前期、四半期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

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

第2四半期(累計) 1,026 5.6 △87 ― △81 ― △87 ― △12.15

通期 2,186 14.4 △100 ― △87 ― △99 ― △13.80

（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） 2021年12月期1Q 7,398,000 株 2020年12月期 7,398,000 株

② 期末自己株式数 2021年12月期1Q 165,071 株 2020年12月期 165,071 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期1Q 7,232,929 株 2020年12月期1Q 7,232,929 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など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
(2020年12月20日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年３月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,156,600 4,018,115

受取手形及び売掛金 264,381 318,205

製品 1,888 1,005

仕掛品 212 ―

原材料及び貯蔵品 12,355 10,076

その他 11,341 7,516

貸倒引当金 △1,468 △1,772

流動資産合計 4,445,310 4,353,146

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 581,908 575,458

機械装置及び運搬具（純額） 45,541 42,503

土地 974,849 974,849

その他（純額） 16,034 14,176

有形固定資産合計 1,618,333 1,606,988

無形固定資産

その他 17,964 19,228

無形固定資産合計 17,964 19,228

投資その他の資産

その他（純額） 120,433 132,812

貸倒引当金 △1,846 △1,773

投資その他の資産合計 118,587 131,038

固定資産合計 1,754,885 1,757,255

資産合計 6,200,196 6,110,401
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月20日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年３月20日)

負債の部

流動負債

買掛金 32,373 29,219

未払金 253,726 191,420

未払法人税等 17,001 6,656

前受金 153,965 148,436

賞与引当金 1,276 37,507

その他 40,232 51,048

流動負債合計 498,575 464,288

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 63,059 63,468

資産除去債務 38,378 39,908

その他 2,165 1,310

固定負債合計 312,955 314,038

負債合計 811,531 778,327

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 3,465,335 3,402,060

自己株式 △76,800 △76,800

株主資本合計 5,382,276 5,319,001

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 101 5,981

為替換算調整勘定 △77 △133

その他の包括利益累計額合計 23 5,848

新株予約権 6,365 7,225

純資産合計 5,388,665 5,332,074

負債純資産合計 6,200,196 6,110,401
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年12月21日
　至 2020年３月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年12月21日
　至 2021年３月20日)

営業収益 529,266 500,211

営業原価 537,629 453,198

営業総利益又は営業総損失（△） △8,362 47,012

販売費及び一般管理費 83,061 74,159

営業損失（△） △91,424 △27,146

営業外収益

受取利息 234 183

不動産賃貸料 4,115 1,476

補助金収入 ― 1,376

その他 1,813 2,123

営業外収益合計 6,163 5,159

営業外費用

不動産賃貸費用 940 572

固定資産除却損 139 455

遊休資産費用 ― 563

その他 206 591

営業外費用合計 1,287 2,182

経常損失（△） △86,547 △24,169

特別損失

投資有価証券評価損 45,064 ―

特別損失合計 45,064 ―

税金等調整前四半期純損失（△） △131,612 △24,169

法人税等 3,388 2,940

四半期純損失（△） △135,000 △27,110

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △135,000 △27,110
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年12月21日
　至 2020年３月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年12月21日
　至 2021年３月20日)

四半期純損失（△） △135,000 △27,110

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 38,572 5,879

為替換算調整勘定 6 △55

その他の包括利益合計 38,578 5,824

四半期包括利益 △96,421 △21,286

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △96,421 △21,286

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１四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感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積

りについて重要な変更はありません。
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