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1. 2020年6月期の連結業績（2019年7月1日～2020年6月30日）

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年6月期 17,440 17.3 2,296 30.5 2,482 34.7 1,523 21.8

2019年6月期 14,871 △8.7 1,760 △19.5 1,843 △18.5 1,251 △15.9

（注）包括利益 2020年6月期　　1,634百万円 （27.9％） 2019年6月期　　1,277百万円 （△18.9％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2020年6月期 267.73 ― 13.5 17.2 13.2

2019年6月期 219.80 ― 12.5 14.2 11.8

（参考） 持分法投資損益 2020年6月期 126百万円 2019年6月期 35百万円

(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

2020年6月期 15,533 12,548 77.1 2,104.74

2019年6月期 13,304 10,956 79.3 1,853.35

（参考） 自己資本 2020年6月期 11,979百万円 2019年6月期 10,548百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2020年6月期 2,515 △1,699 △198 6,316

2019年6月期 1,231 △649 △179 5,698

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

2019年6月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00 114 9.1 1.1

2020年6月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00 143 9.3 1.3

2021年6月期(予想) ― 0.00 ― 27.00 27.00 13.2

3. 2021年 6月期の連結業績予想（2020年 7月 1日～2021年 6月30日）
（％表示は、通期は対前期、四半期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

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) 8,798 △1.1 1,092 △13.7 1,207 △11.1 803 △4.6 141.14

通期 16,860 △3.3 1,888 △17.8 1,983 △20.1 1,160 △23.8 203.98



※ 注記事項

(1) 期中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) 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） 2020年6月期 6,000,000 株 2019年6月期 6,000,000 株

② 期末自己株式数 2020年6月期 308,434 株 2019年6月期 308,332 株

③ 期中平均株式数 2020年6月期 5,691,631 株 2019年6月期 5,691,668 株

（参考）個別業績の概要

2020年6月期の個別業績（2019年7月1日～2020年6月30日）

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年6月期 11,876 9.4 1,555 9.0 1,673 12.9 1,146 11.0

2019年6月期 10,851 △8.4 1,427 △9.9 1,482 △9.1 1,032 △10.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

2020年6月期 199.73 ―

2019年6月期 179.89 ―

(2) 個別財政状態

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

2020年6月期 12,056 10,327 85.7 1,799.30

2019年6月期 10,977 9,312 84.8 1,622.48

（参考） 自己資本 2020年6月期 10,327百万円 2019年6月期 9,312百万円

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です



第一カッター興業株式会社(1716) 2020年６月期 決算短信

－1－

○添付資料の目次

１．経営成績等の概況 ……………………………………………………………………………………２

（１）当期の経営成績の概況 …………………………………………………………………………２

（２）当期の財政状態の概況 …………………………………………………………………………２

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 ……………………………………………………………３

（４）今後の見通し ……………………………………………………………………………………４

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方 …………………………………………………………４

３．連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………５

（１）連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………５

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 ……………………………………………………７

（３）連結株主資本等変動計算書 ……………………………………………………………………９

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………11

（５）連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………13

（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………13

（表示方法の変更） …………………………………………………………………………………13

（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………13

（１株当たり情報） …………………………………………………………………………………16

（重要な後発事象） …………………………………………………………………………………16

決算短信（宝印刷） 2020年08月07日 18時49分 3ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）



第一カッター興業株式会社(1716) 2020年６月期 決算短信

－2－

１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善を背景に緩やかな回復基調で推移し

たものの、米中間の貿易摩擦問題や消費税増税による景気の冷え込みが懸念されるなど、景気の先行きは不透明

な状況が続きました。特に第3四半期末から年度末にかけては新型コロナウィルスの感染拡大の影響により企業収

益や個人消費が落ち込み、景気の不透明感は一層増大しております。建設業界におきましては、公共の建設投資

は底堅く推移しましたが、新型コロナウィルス感染拡大の影響により一部の工事において施工の中断・延期も生

じるなど、経営環境は厳しい状況となっております。

このような状況下で当社グループは、切断・穿孔工事事業、ビルメンテナンス事業、リユース・リサイクル事

業の全ての事業において積極的な営業活動を展開してまいりました。その結果、一部のセグメントで新型コロナ

ウィルス感染拡大の影響を受けたものの、当社グループの主力事業である切断・穿孔工事事業においては完成工

事高が増加したため、当連結会計年度の当社グループ全体の売上高は17,440百万円（前年同期比17.3％増）とな

りました。また、完成工事高の増加に伴い、利益面に関しても、営業利益は2,296百万円（前年同期比30.5％

増）、経常利益は2,482百万円（前年同期比34.7％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,523百万円（前年

同期比21.8％増）となりました。

セグメント別の状況は、次のとおりであります。なお、売上高はセグメント間の売上高を含んでおります。

　（切断・穿孔工事事業）

主に高速道路・鉄道関連工事の受注が増加したため、完成工事高は15,311百万円（前年同期比21.0％増）と

なりました。また、完成工事高の増加に伴い、セグメント利益は2,853百万円（前年同期比23.1％増）となりま

した。

　（ビルメンテナンス事業）

ビルメンテナンス事業につきましては、首都圏を中心に高層マンション等新規案件の開拓に努め、第3四半期

までは完成工事高も順調に推移しました。しかし、第4四半期において新型コロナウィルス感染拡大の影響によ

り、主要顧客の工事に関して施工の延期が生じました。その結果、完成工事高は358百万円（前年同期比6.2％

増）、セグメント利益は25百万円（前年同期比30.5％減）となりました。

　（リユース・リサイクル事業）

リユース・リサイクル事業につきましては、中古スマートフォン等の販売に係る新規の顧客開拓に努めてま

いりましたが、新型コロナウィルス感染拡大の影響により商品仕入や営業活動に若干の制約が生じたため、商

品売上高は1,769百万円（前年同期比5.9％減）となりました。一方で年間を通じて利益率の高い顧客の確保に

努めた結果、セグメント利益は92百万円（前年同期は1百万円のセグメント利益）となりました。

（２）当期の財政状態の概況

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ2,228百万円増加し、15,533百万円となりました。これ

は主に、現金及び預金が649百万円、株式会社アシレの連結子会社化によりのれんが349百万円、非連結子会社株

式の取得により投資有価証券が314百万円増加したことによるものであります。

負債につきましては、、前連結会計年度末に比べ636百万円増加し、2,985百万円となりました。これは主に、未

払法人税等が261百万円、役員退職慰労引当金が51百万円増加したことによるものであります。

また、純資産は前連結会計年度末に比べ1,592百万円増加し、12,548百万円となりました。これは主に、利益剰

余金が1,445百万円増加したことによるものであります。この結果、当連結会計年度末の自己資本比率は77.1％と

なりました。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における当社グループの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動で2,515

百万円の増加、投資活動で1,699百万円の減少、財務活動で198百万円の減少となった結果、6,316百万円となりま

した。

　

各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度の営業活動による資金の増加は2,515百万円（前年同期は1,231百万円の増加）となりまし

た。主に、税金等調整前当期純利益が2,398百万円、減価償却費が503百万円あったものの、法人税等の支払

額が520百万円あったこと等によります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度の投資活動による資金の減少は1,699百万円（前年同期は649百万円の減少）となりまし

た。主に、有形固定資産の取得による支出が1,053百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出が416百万円、非連結子会社株式の取得による支出が248百万円あったこと等によります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度の財務活動による資金の減少は198百万円（前年同期は179百万円の減少）となりました。

主に、配当金の支払による支出が114百万円、長期借入金の返済による支出が31百万円あったこと等によりま

す。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

2016年６月期 2017年６月期 2018年６月期 2019年６月期 2020年６月期

自己資本比率（％） 73.2 75.9 74.3 79.3 77.1

時価ベースの自己資本比率
（％）

56.9 60.1 117.1 74.9 88.5

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（％）

6.8 6.6 1.1 2.2 4.0

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

644.3 421.8 1,327.2 1,311.2 3,751.2

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ています。
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（４）今後の見通し

今後の見通しにつきましては、新型コロナウィルス感染症の影響による世界的な消費の落ち込みや生産活動の

停滞が国内・国外経済にもたらす影響の大きさは計り知れず、厳しい状況が続くものと見込まれます。

当社グループが主力事業を展開しております建設業界におきましても、新型コロナウィルス感染拡大防止対策

等により工事の中止や延期が懸念されるとともに、労務・資材の需給逼迫による建設コストの増大が見込まれる

ため、受注環境は厳しくなるものと考えております。

このような厳しい情勢の中で、切断・穿孔工事事業においては、高速道路・橋梁補修工事、電力関連工事等へ

の営業・施工力強化に取り組んでまいります。リユース・リサイクル事業におきましては、新規の大口顧客の獲

得及び市場の拡大をはかり、ビルメンテナンス事業におきましても前期に引き続き高層集合住宅を中心に営業を

強化してまいります。

上記の取り組みに加えて、技術力増進のための研究開発投資や人員増加・人材育成のための投資は今後も継続

していくため、翌連結会計年度の人件費・管理費も当期比で増加するものと想定しております。

結果、翌連結会計年度の業績見通しは、売上高16,860百万円(前年同期比3.3％減)、営業利益1,888百万円(前年

同期比17.8％減)、経常利益1,983百万円(前年同期比20.1％減)、親会社株主に帰属する当期純利益1,160百万円

(前年同期比23.8％減)としております。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、引き続き日本基準を採用することとしておりますが、国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）の適用につ

きましては、今後の事業展開や国内外の動向などを踏まえた上で、検討を進めていく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年６月30日)

当連結会計年度
(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,698,691 6,348,273

受取手形・完成工事未収入金 2,293,682 2,538,452

売掛金 187,227 101,711

未成工事支出金 344,771 279,695

商品 79,909 42,807

材料貯蔵品 149,938 146,309

その他 167,779 179,528

貸倒引当金 △8,016 △6,654

流動資産合計 8,913,984 9,630,124

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,256,026 1,425,677

減価償却累計額 △337,050 △404,889

建物及び構築物（純額） 918,976 1,020,788

機械装置及び運搬具 3,189,269 3,844,016

減価償却累計額 △2,548,038 △3,053,008

機械装置及び運搬具（純額） 641,230 791,007

工具、器具及び備品 91,072 103,543

減価償却累計額 △67,609 △77,486

工具、器具及び備品（純額） 23,462 26,056

土地 1,675,004 2,106,283

リース資産 45,479 157,095

減価償却累計額 △20,180 △92,754

リース資産（純額） 25,299 64,341

建設仮勘定 42,752 55,361

有形固定資産合計 3,326,725 4,063,838

無形固定資産

のれん － 349,878

その他 104,035 116,588

無形固定資産合計 104,035 466,466

投資その他の資産

投資有価証券 504,479 819,394

繰延税金資産 208,386 256,197

その他 249,967 328,003

貸倒引当金 △2,580 △30,483

投資その他の資産合計 960,252 1,373,110

固定資産合計 4,391,013 5,903,416

資産合計 13,304,998 15,533,540
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年６月30日)

当連結会計年度
(2020年６月30日)

負債の部

流動負債

工事未払金 529,393 553,553

買掛金 189,518 83,988

1年内返済予定の長期借入金 1,000 26,544

リース債務 6,907 26,610

未払法人税等 240,912 502,150

賞与引当金 52,066 74,804

その他 787,326 970,736

流動負債合計 1,807,124 2,238,387

固定負債

長期借入金 － 9,790

リース債務 19,195 38,249

役員退職慰労引当金 185,609 236,709

退職給付に係る負債 334,937 340,798

その他 1,812 121,102

固定負債合計 541,555 746,650

負債合計 2,348,679 2,985,037

純資産の部

株主資本

資本金 470,300 470,300

資本剰余金 462,044 462,044

利益剰余金 9,765,869 11,211,507

自己株式 △122,364 △122,561

株主資本合計 10,575,848 12,021,290

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △7,375 △24,221

退職給付に係る調整累計額 △19,815 △17,781

その他の包括利益累計額合計 △27,190 △42,002

非支配株主持分 407,660 569,215

純資産合計 10,956,318 12,548,502

負債純資産合計 13,304,998 15,533,540
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2018年７月１日
　至 2019年６月30日)

当連結会計年度
(自 2019年７月１日
　至 2020年６月30日)

売上高

完成工事高 12,991,855 15,670,340

商品売上高 1,879,946 1,769,735

売上高合計 14,871,802 17,440,076

売上原価

完成工事原価 8,655,645 10,362,203

商品売上原価 1,434,139 1,237,857

売上原価合計 10,089,784 11,600,060

売上総利益

完成工事総利益 4,336,210 5,308,137

商品売上総利益 445,807 531,877

売上総利益合計 4,782,017 5,840,015

販売費及び一般管理費 3,021,444 3,543,065

営業利益 1,760,573 2,296,950

営業外収益

受取利息 63 89

受取配当金 8,036 7,585

受取保険金 27,483 19,485

持分法による投資利益 35,513 126,810

雑収入 20,163 39,675

営業外収益合計 91,260 193,646

営業外費用

支払利息 941 691

売上債権売却損 56 6

支払補償費 5,138 1,872

雑損失 1,871 5,240

営業外費用合計 8,008 7,812

経常利益 1,843,825 2,482,784

特別利益

固定資産売却益 956 3,413

保険解約返戻金 18,209 14,947

特別利益合計 19,166 18,360

特別損失

固定資産売却損 374 13,759

固定資産除却損 14,624 7,483

投資有価証券評価損 － 81,021

特別損失合計 14,999 102,264

税金等調整前当期純利益 1,847,991 2,398,880

法人税、住民税及び事業税 549,746 732,527

法人税等調整額 17,092 16,778

法人税等合計 566,839 749,306

当期純利益 1,281,152 1,649,574

非支配株主に帰属する当期純利益 30,100 125,756

親会社株主に帰属する当期純利益 1,251,051 1,523,817
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2018年７月１日
　至 2019年６月30日)

当連結会計年度
(自 2019年７月１日
　至 2020年６月30日)

当期純利益 1,281,152 1,649,574

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △7,375 △16,846

退職給付に係る調整額 3,961 2,033

その他の包括利益合計 △3,413 △14,812

包括利益 1,277,738 1,634,762

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,247,638 1,509,005

非支配株主に係る包括利益 30,100 125,756
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自 2018年７月１日 至 2019年６月30日）

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 470,300 462,044 8,658,309 △122,364 9,468,288

当期変動額

剰余金の配当 △143,491 △143,491

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,251,051 1,251,051

自己株式の取得 －

持分法の適用範囲の

変動
－

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － 1,107,560 － 1,107,560

当期末残高 470,300 462,044 9,765,869 △122,364 10,575,848

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 － △23,776 △23,776 378,148 9,822,659

当期変動額

剰余金の配当 △143,491

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,251,051

自己株式の取得 －

持分法の適用範囲の

変動
－

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△7,375 3,961 △3,413 29,512 26,098

当期変動額合計 △7,375 3,961 △3,413 29,512 1,133,658

当期末残高 △7,375 △19,815 △27,190 407,660 10,956,318
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当連結会計年度（自 2019年７月１日 至 2020年６月30日）

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 470,300 462,044 9,765,869 △122,364 10,575,848

当期変動額

剰余金の配当 △114,793 △114,793

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,523,817 1,523,817

自己株式の取得 △196 △196

持分法の適用範囲の

変動
36,614 36,614

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － 1,445,638 △196 1,445,441

当期末残高 470,300 462,044 11,211,507 △122,561 12,021,290

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 △7,375 △19,815 △27,190 407,660 10,956,318

当期変動額

剰余金の配当 △114,793

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,523,817

自己株式の取得 △196

持分法の適用範囲の

変動
36,614

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△16,846 2,033 △14,812 161,554 146,742

当期変動額合計 △16,846 2,033 △14,812 161,554 1,592,184

当期末残高 △24,221 △17,781 △42,002 569,215 12,548,502
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2018年７月１日
　至 2019年６月30日)

当連結会計年度
(自 2019年７月１日
　至 2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,847,991 2,398,880

減価償却費 407,803 503,908

長期前払費用償却額 830 969

のれん償却額 18,425 41,985

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,767 22,878

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,763 16,437

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △61,316 △125,620

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △17,228 △3,017

受取利息及び受取配当金 △8,099 △7,674

支払利息 941 691

持分法による投資損益（△は益） △35,513 △126,810

固定資産売却損益（△は益） △581 10,346

固定資産除却損 14,624 7,483

投資有価証券評価損益（△は益） － 81,021

受取保険金 △27,483 △19,485

保険解約返戻金 △18,209 △14,947

未払費用の増減額（△は減少） 19,387 19,504

未払金の増減額（△は減少） △23,445 △4,215

未払消費税等の増減額（△は減少） △102,137 188,224

売上債権の増減額（△は増加） 371,755 △30,892

たな卸資産の増減額（△は増加） △208,824 116,205

仕入債務の増減額（△は減少） △77,953 △134,723

その他 △48,269 △358

小計 2,042,166 2,940,791

利息及び配当金の受取額 12,899 49,804

利息の支払額 △938 △670

保険金の受取額 27,483 19,485

法人税等の支払額 △850,685 △520,363

法人税等の還付額 93 26,169

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,231,019 2,515,215
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2018年７月１日
　至 2019年６月30日)

当連結会計年度
(自 2019年７月１日
　至 2020年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △516,522 △1,053,527

有形固定資産の売却による収入 1,817 14,778

無形固定資産の取得による支出 △46,610 △40,094

投資有価証券の取得による支出 △118,381 －

投資有価証券の売却による収入 － 3,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △416,080

非連結子会社株式の取得による支出 － △248,063

保険積立金の積立による支出 △21,214 △23,044

保険積立金の払戻による収入 5,629 4,191

保険積立金の解約による収入 55,586 31,759

その他 △9,413 27,413

投資活動によるキャッシュ・フロー △649,109 △1,699,666

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △6,415 △25,969

長期借入金の返済による支出 △28,811 △31,370

配当金の支払額 △143,378 △114,843

非支配株主への配当金の支払額 △588 △588

その他 － △25,395

財務活動によるキャッシュ・フロー △179,193 △198,167

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 402,716 617,381

現金及び現金同等物の期首残高 5,295,974 5,698,691

現金及び現金同等物の期末残高 5,698,691 6,316,072
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（５）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。

(表示方法の変更)

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「定期預金等の預

入による支出」、「定期預金等の払戻による収入」、「貸付金の回収による収入」、「敷金及び保証金の差入によ

る支出」及び「敷金及び保証金の回収による収入」については、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より

「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の

組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」

に表示していた「定期預金等の預入による支出」△36,009千円、「定期預金等の払戻による収入」30,009千円、

「貸付金の回収による収入」2,123千円、「敷金及び保証金の差入による支出」△1,310千円、「敷金及び保証金の

回収による収入」623千円、「その他」△4,850千円は、「その他」△9,413千円として組み替えております。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

１ 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、最

高経営意思決定機関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい

るものです。

当社グループは、本社で各事業の統括を行っており、「切断・穿孔工事事業」、「ビルメンテナンス事業」及

び「リユース・リサイクル事業」の３つの事業活動を行っております。

主たる事業である「切断・穿孔工事事業」は、国内の各営業所単位で事業活動を行っており、子会社の内、株

式会社ウォールカッティング工業、株式会社光明工事、株式会社新伸興業、株式会社アシレについては、当社統

括のもと、各管轄する地域ごとに「切断・穿孔工事事業」を行っております。

「ビルメンテナンス事業」は、首都圏を中心に事業部単位で事業活動を行っております。

「リユース・リサイクル事業」は、当社統括のもと、子会社の内、株式会社ムーバブルトレードネットワーク

スが事業活動を行っております。

従って、当社グループは、事業を基礎としたセグメントから構成されており、「切断・穿孔工事事業」、「ビ

ルメンテナンス事業」及び「リユース・リサイクル事業」の３つを報告セグメントとしております。

「切断・穿孔工事事業」は、工業用ダイヤモンドを使用した「ダイヤモンド工法」及び高圧水を利用した「ウ

ォータージェット工法」による各種舗装、コンクリート構造物の切断・穿孔工事業務であります。

「ビルメンテナンス事業」は、集合住宅やオフィスビル等において、給排水設備の保守点検・貯水槽清掃・雑

排水管清掃業務であります。

「リユース・リサイクル事業」は、ＩＴ関連機器、中古ＯＡ設備機器の買取り・回収、データ消去サービス、

法人及び個人向け販売、通信機器のオフィス設置サービス等の、リユース・リサイクル業務を行うものでありま

す。

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表の作成方法と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実

勢価格に基づいております。
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自 2018年７月１日 至 2019年６月30日）

(単位：千円)

報告セグメント

合計
切断・穿孔工事

事業
ビルメンテナン

ス事業
リユース・リサ
イクル事業

計

売上高

外部顧客への売上高 12,654,211 337,643 1,879,946 14,871,802 14,871,802

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 12,654,211 337,643 1,879,946 14,871,802 14,871,802

セグメント利益
(注)

2,317,996 36,845 1,876 2,356,718 2,356,718

セグメント資産 10,093,390 296,509 1,075,449 11,465,348 11,465,348

セグメント負債 1,554,356 57,193 380,670 1,992,221 1,992,221

その他の項目

減価償却費 365,091 6,305 9,311 380,709 380,709

　のれん償却額 － － 18,425 18,425 18,425

　有形固定資産及び無形固定
　資産の増加額

606,847 907 3,538 611,293 611,293

(注)セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当連結会計年度（自 2019年７月１日 至 2020年６月30日）

(単位：千円)

報告セグメント

合計
切断・穿孔工事

事業
ビルメンテナン

ス事業
リユース・リサ
イクル事業

計

売上高

外部顧客への売上高 15,311,694 358,646 1,769,735 17,440,076 17,440,076

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 15,311,694 358,646 1,769,735 17,440,076 17,440,076

セグメント利益
(注)１

2,853,051 25,599 92,890 2,971,541 2,971,541

セグメント資産 12,215,174 324,166 959,315 13,498,656 13,498,656

セグメント負債 2,063,075 58,829 355,319 2,477,224 2,477,224

その他の項目

減価償却費 452,739 7,587 9,119 469,445 469,445

　のれん償却額 41,985 － － 41,985 41,985

　有形固定資産及び無形固定
　資産の増加額
　(注)２

883,404 16,473 38,357 938,235 938,235

(注）１. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、新規連結に伴う増加額及びのれんの計上額は含んでお

りません。
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４ 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

（１）売上高

(単位：千円)

売上 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計
セグメント間取引消去

14,871,802
―

17,440,076
―

連結財務諸表の売上高 14,871,802 17,440,076

（２）利益

(単位：千円)

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計
全社費用(注)
セグメント間取引消去

2,356,718
△614,033

17,888

2,971,541
△685,695

11,104

連結財務諸表の営業利益 1,760,573 2,296,950

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る費用であります。

（３）資産

(単位：千円)

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計
全社資産(注)
その他の調整額

11,465,348
1,841,265
△1,615

13,498,656
2,034,896

△12

連結財務諸表の資産 13,304,998 15,533,540

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る資産であります。

（４）負債

(単位：千円)

負債 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計
全社負債(注)
その他の調整額

1,992,221
358,024
△1,565

2,477,224
507,813

－

連結財務諸表の負債 2,348,679 2,985,037

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る負債であります。

（５）その他の項目

(単位：千円)

その他の項目

報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費
(注)１

380,709 469,445 26,892 40,054 407,601 509,500

のれん償却額 18,425 41,985 ― ― 18,425 41,985

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額
(注)２

611,293 938,235 30,259 72,240 641,552 1,010,476

(注）１. 減価償却費の調整額は、各報告セグメントに帰属しない資産の減価償却費であります。なお、賃貸

　 不動産等に関する減価償却費は含めておりません。

２. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理

部門等の管理本部に係る設備投資額であります。
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５．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

前連結会計年度（自 2018年７月１日 至 2019年６月30日）

(単位：千円)

報告セグメント

合計
切断・穿孔工事

事業
ビルメンテナン

ス事業
リユース・リサ
イクル事業

計

当期末残高 － － － － －

　(注) のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自 2019年７月１日 至 2020年６月30日）

(単位：千円)

報告セグメント

合計
切断・穿孔工事

事業
ビルメンテナン

ス事業
リユース・リサ
イクル事業

計

当期末残高 349,878 － － 349,878 349,878

　(注) のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2018年７月１日
至 2019年６月30日)

当連結会計年度
(自 2019年７月１日
至 2020年６月30日)

１株当たり純資産額 1,853円 35銭 2,104円 74銭

１株当たり当期純利益 219円 80銭 267円 73銭

（注）１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

２ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自 2018年７月１日
至 2019年６月30日)

当連結会計年度
(自 2019年７月１日
至 2020年６月30日)

１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 1,251,051 1,523,817

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
　当期純利益(千円)

1,251,051 1,523,817

普通株式の期中平均株式数(千株) 5,691 5,691

　

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。
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