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1. 2020年3月期第3四半期の連結業績（2019年4月1日～2019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 ％

2020年3月期第3四半期 3,545 △10.5 △99 ― △48 ― △73 ―

2019年3月期第3四半期 3,959 13.1 △96 ― △41 ― △52 ―

（注）包括利益 2020年3月期第3四半期　　△10百万円 （―％） 2019年3月期第3四半期　　△69百万円 （―％）

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3月期第3四半期 △30.57 ―

2019年3月期第3四半期 △21.88 ―

(注)当社は、2019年11月１日付で普通株式１株に付き３株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１
株当たり四半期純利益を算定しております。

(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3月期第3四半期 6,431 3,868 60.2 1,609.29

2019年3月期 6,811 3,926 57.7 1,633.39

（参考）自己資本 2020年3月期第3四半期 3,868百万円 2019年3月期 3,926百万円

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3月期 ― 0.00 ― 60.00 60.00

2020年3月期 ― 0.00 ―

2020年3月期（予想） 20.00 20.00

(注)当社は、2019年11月１日付で普通株式１株に付き３株の割合で株式分割を行っております。2020年３月期(予想)１株当たり期末配当金につきましては、当該
株式分割後の影響を考慮した金額を記載しております。株式分割を考慮しない場合の2020年３月期(予想)の１株当たり期末配当金は60円00銭となり、１株当た
り年間配当金は60円00銭となります。詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。

3. 2020年 3月期の連結業績予想（2019年 4月 1日～2020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 6,500 4.4 180 △12.1 230 △17.3 140 △51.9 58.23

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

※2020年３月期の連結業績予想における１株当たり当期純利益につきましては、株式分割の影響を考慮した金額を記載しております。詳細につきましては、「業
績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。



※ 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 ： 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） 2020年3月期3Q 2,623,227 株 2019年3月期 2,623,227 株

② 期末自己株式数 2020年3月期3Q 219,327 株 2019年3月期 219,138 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年3月期3Q 2,403,990 株 2019年3月期3Q 2,404,165 株

(注)当社は、2019年11月１日付で普通株式１株に付き３株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮
定し、期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しております。

※ 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)

　本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成しております。実際の業績は、今後、
様々な要因によって予測値と異なる結果となる可能性があります。詳細は【添付資料】３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報(３)連結業績予想などの
将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

(株式分割後の配当及び業績予想について)

　当社は、2019年９月26日開催の取締役会決議により、2019年11月１日付で株式分割(１株を３株に分割)を行っております。

なお、株式分割考慮前に換算した2020年３月期の配当予想及び連結業績予想は以下のとおりとなります。

１．2020年３月期の配当予想

　　１株当たり配当金　期末　60円00銭

２．2020年３月期の連結業績予想

　　１株当たり当期純利益　通期　174円70銭
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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経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善が進み、緩

やかな回復基調で推移いたしました。しかしながら、米中貿易摩擦による景気の減速懸念や、自然

災害発生の影響等もあり、先行きは依然として不透明な状況が続いております。

　このような経営環境のもと、当社グループは、永年にわたり培った情報・通信・映像事業の技術

力に加え、照明制御業界内においてＤＡＬＩ制御のＳＩｅｒ(注)として最も実績を有する先駆的企

業として社会に適合したソリューションビジネスを展開してまいりました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は35億45百万円(前年同四半期比10.5％減)

となり、営業損失は99百万円(前年同四半期は営業損失96百万円)、経常損失は48百万円(前年同四

半期は経常損失41百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は73百万円(前年同四半期は親会社

株主に帰属する四半期純損失52百万円)となりました。

(注)ＳＩｅｒはシステムインテグレーションを行う事業者の総称であり、情報システムの企画、設計、開発、

　 構築、導入等を請負うサービスを提供しております。

　セグメント別の経営成績は、次のとおりであります。

① 情報通信事業

　従来のネットワークインフラの設計・提案・構築、自社ブランドパッケージソフトの提案、販

売及びハード、ソフトのサポートサービスに加えて、「働き方改革」をキーワードとした、お客

様の問題解決につながるソリューション提案を積極的に展開いたしました。

　しかしながら、大型案件の売上減少と、売上減に伴う採算性の悪化等により、当セグメントの

売上高は31億75百万円(前年同四半期比15.6％減)、営業損失は１億17百万円(前年同四半期は営

業損失1億６百万円)となりました。

② 照明制御事業

　ＤＡＬＩ制御による照明制御システムの設計・販売・施工を軸として、大型テナントビルや大

手ＩＴ企業、ホテルを中心に積極的にビジネスを展開いたしました。

　以上の結果、当セグメントの売上高は３億21百万円(前年同四半期比121.1％増)となり、営業

損失は９百万円(前年同四半期は営業損失19百万円)となりました。

③ 不動産賃貸事業

不動産の賃貸を事業としており、土地の売却に伴う賃貸収入の減少等により、売上高は47百万

円(前年同四半期比7.7％減)、営業利益は27百万円(前年同四半期比11.5％減)となりました。

（２）財政状態に関する説明

資産・負債及び純資産の状況

当第３四半期連結会計期間末の総資産は64億31百万円となり、前連結会計年度末と比較して３

億80百万円減少しました。これは主に、現金預金が３億42百万円減少し、受取手形・完成工事未収

入金等が９億９百万円減少したこと等によります。

　当第３四半期連結会計期間末の負債は25億62百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億22

百万円減少しました。これは主に、支払手形・工事未払金等が１億46百万円減少したこと等により

ます。

　当第３四半期連結会計期間末の純資産は38億68百万円となり、前連結会計年度末と比較して58百

万円減少しました。これは主に、利益剰余金が１億21百万円減少し、その他有価証券評価差額金が

65百万円増加したこと等によります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2019年5月14日の「2019年３月期 決算短信」で公表いたしました

業績予想に変更はありません。

なお、2019年10月に発生した台風19号により、当社の取扱い製品の仕入先の製造ラインが影響を

受けております。今回の災害による業績への影響について、売上への影響は見込まれますが、現時

点では、業績予想数値を据え置いております。
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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
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 1,808,159 1,466,070

受取手形・完成工事未収入金等 1,797,804 888,606

未成工事支出金 204,404 563,435

仕掛品 21,251 187,998

その他のたな卸資産 15,058 28,687

その他 80,574 112,724

貸倒引当金 △1,790 △652

流動資産合計 3,925,461 3,246,871

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 326,637 325,637

土地 1,422,508 1,422,508

建設仮勘定 6,918 6,918

その他（純額） 15,146 21,433

有形固定資産合計 1,771,210 1,776,497

無形固定資産 10,840 59,745

投資その他の資産

投資有価証券 939,883 1,125,904

繰延税金資産 10,407 4,568

その他 167,822 224,890

貸倒引当金 △14,169 △7,324

投資その他の資産合計 1,103,944 1,348,038

固定資産合計 2,885,996 3,184,281

資産合計 6,811,458 6,431,152
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 1,036,602 890,179

短期借入金 190,000 190,000

未払法人税等 109,358 8,005

賞与引当金 151,260 52,150

役員賞与引当金 17,830 3,000

受注工事損失引当金 3,771 1,102

その他 383,286 363,022

流動負債合計 1,892,109 1,507,459

固定負債

リース債務 40,271 79,543

繰延税金負債 20,379 74,645

退職給付に係る負債 880,680 845,142

役員退職慰労引当金 29,640 34,201

その他 21,555 21,575

固定負債合計 992,527 1,055,108

負債合計 2,884,636 2,562,568

純資産の部

株主資本

資本金 1,310,825 1,310,825

資本剰余金 1,087,084 1,087,084

利益剰余金 1,359,133 1,237,556

自己株式 △131,369 △131,514

株主資本合計 3,625,673 3,503,951

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 298,034 363,853

退職給付に係る調整累計額 3,114 778

その他の包括利益累計額合計 301,148 364,632

純資産合計 3,926,821 3,868,583

負債純資産合計 6,811,458 6,431,152
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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４月１日
　至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

売上高 3,959,823 3,545,019

売上原価 3,076,510 2,680,941

売上総利益 883,313 864,077

販売費及び一般管理費 979,336 963,750

営業損失（△） △96,023 △99,673

営業外収益

受取配当金 20,833 22,567

受取手数料 24,137 27,009

貸倒引当金戻入額 ― 7,000

その他 12,898 10,227

営業外収益合計 57,869 66,804

営業外費用

支払利息 2,448 2,148

関係会社株式評価損 ― 13,000

その他 610 440

営業外費用合計 3,059 15,588

経常損失（△） △41,212 △48,457

特別利益

投資有価証券売却益 ― 22,938

特別利益合計 ― 22,938

税金等調整前四半期純損失（△） △41,212 △25,519

法人税、住民税及び事業税 11,381 11,397

法人税等調整額 ― 36,578

法人税等合計 11,381 47,975

四半期純損失（△） △52,594 △73,494

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △52,594 △73,494
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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４月１日
　至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

四半期純損失（△） △52,594 △73,494

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △18,780 65,819

退職給付に係る調整額 1,681 △2,335

その他の包括利益合計 △17,098 63,484

四半期包括利益 △69,693 △10,010

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △69,693 △10,010
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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。

（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 2018年４月１日 至 2018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

報告セグメント

合計(千円)情報通信事業
(千円)

照明制御事業
(千円)

不動産賃貸事業
(千円)

売上高

外部顧客への売上高 3,763,081 145,615 51,127 3,959,823

セグメント間の内部売上高
又は振替高

─ ─ ─ ─

計 3,763,081 145,615 51,127 3,959,823

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

△106,994 △19,876 30,848 △96,023

(注) セグメント利益又はセグメント損失の合計は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。
　

Ⅱ 当第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

報告セグメント

合計(千円)情報通信事業
(千円)

照明制御事業
(千円)

不動産賃貸事業
(千円)

売上高

外部顧客への売上高 3,175,872 321,957 47,189 3,545,019

セグメント間の内部売上高
又は振替高

─ ─ ─ ─

計 3,175,872 321,957 47,189 3,545,019

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

△117,222 △9,750 27,300 △99,673

(注) セグメント利益又はセグメント損失の合計は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。
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