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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第１四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年６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３月期第１四半期 6,105 △13.6 △201 ― △119 ― △125 ―

2020年３月期第１四半期 7,069 △0.9 △242 ― △95 ― △97 ―
(注)包括利益 2021年３月期第１四半期 △89百万円( ―％) 2020年３月期第１四半期 △121百万円( ―％)
　

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３月期第１四半期 △5.38 ―

2020年３月期第１四半期 △5.66 ―
　

　

（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３月期第１四半期 31,040 12,792 41.2

2020年３月期 30,776 12,881 41.8

(参考) 自己資本 2021年３月期第１四半期 12,783百万円 2020年３月期 12,872百万円
　

　　

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 ― 0.00 0.00

2021年３月期 ―

2021年３月期(予想) 0.00 ― 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 ： 無
　　

　

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）
2021年３月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を、現時点では適正かつ合理

的に算出することが困難なことから「未定」としております。今後、業績予想の開示が可能となった時点で速やかに
公表いたします。
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※ 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
　

　

（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１Ｑ 23,737,165株 2020年３月期 23,737,165株

② 期末自己株式数 2021年３月期１Ｑ 418,768株 2020年３月期 418,768株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期１Ｑ 23,318,397株 2020年３月期１Ｑ 17,251,232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
（将来に関する記述等についてのご注意）
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当た
っての注意事項等については、添付資料２ページ「１.当四半期決算に関する定性的な情報 （３）連結業績予想
などの将来予測に関する説明」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１四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拡大防止に伴う外出自粛、移動

制限等により経済活動が停滞した影響から急速に悪化しましたが、緊急事態宣言の解除を受けて一部持ち直しの動

きが見られております。しかしながら足元の状況に鑑みますと、事業活動と新型コロナウイルス感染症予防との折

り合いを如何につけて行くか極めて厳しい局面を迎えており、先行きの不透明感が拭えない状況が依然として継続

しております。

住宅市場におきましては、昨年秋の消費税増税後に直面した新型コロナウイルス感染症の影響を受け、新設住宅

着工戸数はこの６月まで12ヶ月連続で前年同月水準を下回り、2020年度第１四半期連結累計期間における新設住宅

着工戸数は203千戸（前年同四半期比12.7％減）と大幅に減少しました。

石膏ボード業界におきましては、低調な住宅市場の動向と同様に2020年度第１四半期連結累計期間における製品

出荷量は107百万㎡（前年同四半期比10.6％減）と減少しております。

当社グループにおきましては、2020年１月のクナウフ・グループとの資本業務提携強化を踏まえ、『競争力の回

復』をキーワードに掲げ、厳しい環境に直面しようとも安定した収益を確保できる企業基盤の再構築を目的に、諸

課題の改善に取り組んでおります。特に新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けてトップラインの引き上げが

困難な中、物流・配送体制の改善や各工場の合理化・効率化に一層取り組むなど、経費全般の見直しを徹底して進

めているところであります。

この結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間における業績は、売上高は61億５百万円（前年同四半期比

13.6％減）、営業損失は２億１百万円（前年同四半期は営業損失２億42百万円）、経常損失は１億19百万円（前年

同四半期は経常損失95百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は１億25百万円（前年同四半期は親会社株主

に帰属する四半期純損失97百万円）となりました。

当社グループは単一セグメントであるため、セグメントの業績は記載を省略しております。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

資産合計は、310億40百万円（前連結会計年度末比２億64百万円増）となりました。

流動資産の増加（前連結会計年度末比２億19百万円増）は、現金及び預金の増加（前連結会計年度末比６億28百

万円増）、受取手形及び売掛金の減少（前連結会計年度末比３億81百万円減）が主な要因であります。

固定資産の増加（前連結会計年度末比47百万円増）は、時価の上昇等による投資有価証券の増加（前連結会年度

末比40百万円増）が主な要因であります。

（負債）

負債合計は、182億48百万円（前連結会計年度末比３億54百万円増）となりました。

流動負債の増加（前連結会計年度末比３億11百万円増）は、支払手形及び買掛金の減少（前連結会計年度末比４

億11百万円減）、短期借入金の増加（前連結会計年度末比６億58百万円増）、賞与引当金の増加（前連結会計年度

末比１億26百万円増）が主な要因であります。

固定負債の増加（前連結会計年度末比42百万円増）は、長期借入金の増加（前連結会計年度末比97百万円増）、

社債の減少（前連結会計年度末比57百万円減）が主な要因であります。

（純資産）

純資産合計は、127億92百万円（前連結会計年度末比89百万円減）となりました。

　これは、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上に伴う利益剰余金の減少（前連結会計年度末比１億25百万円

減）が主な要因であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を、現時点では適正かつ合

理的に算出することが困難なことから「未定」としております。今後、業績予想の開示が可能となった時点で速や

かに公表いたします。
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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１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,582,556 2,211,530

受取手形及び売掛金 4,730,196 4,348,322

商品及び製品 1,422,010 1,460,203

仕掛品 109,467 100,509

原材料及び貯蔵品 1,567,619 1,532,444

その他 317,896 297,884

貸倒引当金 △115,831 △117,492

流動資産合計 9,613,916 9,833,403

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,598,664 4,553,611

機械装置及び運搬具（純額） 2,135,228 2,170,942

土地 11,265,606 11,265,606

その他（純額） 625,721 561,463

有形固定資産合計 18,625,220 18,551,623

無形固定資産 177,529 236,266

投資その他の資産

投資有価証券 1,081,422 1,121,523

その他 1,303,706 1,307,189

貸倒引当金 △51,939 △33,496

投資その他の資産合計 2,333,188 2,395,216

固定資産合計 21,135,938 21,183,106

繰延資産 26,194 24,330

資産合計 30,776,049 31,040,840
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,639,022 3,227,203

短期借入金 2,279,391 2,937,977

未払法人税等 108,525 34,187

賞与引当金 278,157 404,854

その他 2,259,696 2,272,526

流動負債合計 8,564,793 8,876,749

固定負債

社債 1,886,000 1,828,400

長期借入金 4,616,302 4,713,450

役員退職慰労引当金 201,104 186,292

関係会社損失引当金 2,000 2,000

退職給付に係る負債 1,321,784 1,318,728

資産除去債務 135,450 135,450

その他 1,167,211 1,187,635

固定負債合計 9,329,853 9,371,957

負債合計 17,894,646 18,248,706

純資産の部

株主資本

資本金 5,960,988 5,960,988

資本剰余金 6,751,539 6,751,539

利益剰余金 492,645 367,116

自己株式 △196,284 △196,284

株主資本合計 13,008,889 12,883,361

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 124,262 151,883

退職給付に係る調整累計額 △261,104 △251,745

その他の包括利益累計額合計 △136,841 △99,862

非支配株主持分 9,355 8,635

純資産合計 12,881,402 12,792,133

負債純資産合計 30,776,049 31,040,840
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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４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

売上高 7,069,888 6,105,974

売上原価 4,557,178 3,825,932

売上総利益 2,512,710 2,280,042

販売費及び一般管理費 2,754,793 2,481,300

営業損失（△） △242,083 △201,257

営業外収益

受取利息 651 749

受取配当金 13,914 19,991

受取賃貸料 41,213 38,085

受取保険金 103,288 33,519

持分法による投資利益 7,974 11,250

その他 33,361 29,264

営業外収益合計 200,402 132,860

営業外費用

支払利息 23,135 17,991

賃貸費用 13,548 13,678

その他 17,506 19,728

営業外費用合計 54,190 51,398

経常損失（△） △95,870 △119,795

特別利益

固定資産売却益 ― 129

投資有価証券売却益 24,063 ―

関係会社株式売却益 ― 1,782

特別利益合計 24,063 1,911

特別損失

固定資産除却損 ― 0

投資有価証券評価損 800 ―

特別損失合計 800 0

税金等調整前四半期純損失（△） △72,607 △117,884

法人税等 23,709 8,364

四半期純損失（△） △96,317 △126,248

非支配株主に帰属する四半期純利益
又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

1,364 △720

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △97,681 △125,528
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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４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

四半期純損失（△） △96,317 △126,248

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △34,399 27,620

退職給付に係る調整額 8,820 9,359

その他の包括利益合計 △25,579 36,979

四半期包括利益 △121,896 △89,269

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △123,260 △88,548

非支配株主に係る四半期包括利益 1,364 △720
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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）

当第１四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年６月30日）

該当事項はありません。

（追加情報）

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の収束時期等を含む仮

定について重要な変更はありません。

（セグメント情報）

当社グループの事業は、石膏ボードを中心とする建築資材の製造、販売を主に、これらに付帯する一切の事業

を行っている単一事業であります。

したがいまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
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