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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 1,053 20.4 △15 ― 6 ― △2 ―

2020年3月期第1四半期 875 △36.1 △141 ― △124 ― △120 ―

（注）包括利益 2021年3月期第1四半期　　23百万円 （―％） 2020年3月期第1四半期　　△130百万円 （―％）

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 △0.95 ―

2020年3月期第1四半期 △50.26 ―

（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

2021年3月期第1四半期 6,482 3,977 61.4 1,654.69

2020年3月期 6,688 4,002 59.8 1,665.12

（参考）自己資本 2021年3月期第1四半期 3,977百万円 2020年3月期 4,002百万円

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 ― 20.00 20.00

2021年3月期 ―

2021年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

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）

（％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) 2,796 8.0 △95 ― △62 ― △90 ― △37.44

通期 5,640 △5.1 55 △76.5 118 △60.8 60 △69.3 24.96

（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 ： 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 2,623,227 株 2020年3月期 2,623,227 株

② 期末自己株式数 2021年3月期1Q 219,370 株 2020年3月期 219,370 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期1Q 2,403,857 株 2020年3月期1Q 2,404,080 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、期中平均株式数（四半期累計）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）

　本資料に記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】２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。
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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経済は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う、緊急

事態宣言の発出により、社会・経済活動が急速に停滞したことにより、極めて厳しい状況となり

ました。緊急事態宣言解除後、経済活動が徐々に再開されつつありますが、一方では新規感染者

数の拡大傾向が見られるなど、不安要素も多く、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、社会に適合したソリューションビジネスを着実に展開し

てまいりました。新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、営業活動に一部制約がありましたが、

期初の受注残高が例年より多く、売上が概ね順調に推移いたしました。

　この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は10億53百万円(前年同四半期比20.4％

増)となり、営業損失は15百万円(前年同四半期は営業損失１億41百万円)、経常利益は６百万円

(前年同四半期は経常損失１億24百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は２百万円(前年同

四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失１億20百万円)となりました。

　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。

以上の結果、当セグメントの売上高は９億84百万円(前年同四半期比17.6％増)、営業損失は17

百万円(前年同四半期は営業損失１億34百万円)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53百万円(前年同四半期比137.0％増)、営業損失は６百

万円(前年同四半期は営業損失16百万円)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、売上高は15百万円(前年同四半期比0.2％減)、営業利益は９

百万円(前年同四半期比2.5％増)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１四半期連結会計期間末の総資産は64億82百万円となり、前連結会計年度末と比較して２

億６百万円減少しました。これは主に、現金預金が５億13百万円、未成工事支出金が３億７百万円

増加し、受取手形・完成工事未収入金等が９億81百万円減少したこと等によります。

　当第１四半期連結会計期間末の負債は25億４百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億81

百万円減少しました。これは主に、賞与引当金が１億８百万円減少したこと等によります。

　当第１四半期連結会計期間末の純資産は39億77百万円となり、前連結会計年度末と比較して25百

万円減少しました。これは主に、利益剰余金が50百万円減少したこと等によります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2020年5月13日の「2020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、上記の予想は新型コロナウイルスが徐々に収束に向かうことを前提としております。今後

の新型コロナウイルス感染拡大の状況や収束時期によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす

可能性があります。業績見通しの修正の必要性が生じた場合には速やかに開示いたします。
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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

現金預金 1,361,651 1,874,823

受取手形・完成工事未収入金等 1,967,932 986,078

未成工事支出金 129,249 436,591

仕掛品 83,112 2,722

その他のたな卸資産 17,107 31,646

その他 91,086 88,387

貸倒引当金 △1,835 △525

流動資産合計 3,648,303 3,419,724

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 319,932 314,704

土地 1,422,508 1,422,508

建設仮勘定 6,918 6,918

その他（純額） 18,354 17,088

有形固定資産合計 1,767,714 1,761,220

無形固定資産 56,991 54,286

投資その他の資産

投資有価証券 945,828 981,969

繰延税金資産 10,183 3,807

その他 267,300 268,512

貸倒引当金 △7,449 △7,328

投資その他の資産合計 1,215,863 1,246,961

固定資産合計 3,040,570 3,062,467

資産合計 6,688,873 6,482,192
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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・工事未払金等 854,635 838,396

短期借入金 190,000 190,000

未払法人税等 94,114 8,529

賞与引当金 157,350 49,150

役員賞与引当金 18,777 1,000

その他 347,736 398,588

流動負債合計 1,662,615 1,485,663

固定負債

リース債務 120,809 117,554

繰延税金負債 11,507 19,890

退職給付に係る負債 833,943 822,625

役員退職慰労引当金 35,722 37,242

その他 21,575 21,575

固定負債合計 1,023,557 1,018,888

負債合計 2,686,172 2,504,552

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 1,506,529 1,456,162

自己株式 △131,559 △131,559

株主資本合計 3,772,879 3,722,513

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 229,453 254,851

退職給付に係る調整累計額 367 275

その他の包括利益累計額合計 229,821 255,127

純資産合計 4,002,700 3,977,640

負債純資産合計 6,688,873 6,482,192
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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 875,217 1,053,769

売上原価 703,939 780,869

売上総利益 171,277 272,899

販売費及び一般管理費 313,102 287,905

営業損失（△） △141,824 △15,006

営業外収益

受取配当金 12,936 11,875

受取手数料 5,645 5,839

貸倒引当金戻入額 ― 1,430

その他 2,352 3,427

営業外収益合計 20,933 22,573

営業外費用

支払利息 678 655

貸倒引当金繰入額 2,649 ―

その他 108 272

営業外費用合計 3,436 927

経常利益又は経常損失（△） △124,326 6,639

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△）

△124,326 6,639

法人税、住民税及び事業税 3,799 3,799

法人税等調整額 △7,300 5,129

法人税等合計 △3,501 8,928

四半期純損失（△） △120,824 △2,289

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △120,824 △2,289
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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（△） △120,824 △2,289

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △8,974 25,397

退職給付に係る調整額 △778 △91

その他の包括利益合計 △9,752 25,305

四半期包括利益 △130,577 23,016

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △130,577 23,016
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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１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30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 836,957 22,569 15,690 875,217

セグメント間の内部売上高
又は振替高

─ ─ ─ ─

計 836,957 22,569 15,690 875,217

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

△134,902 △16,353 9,431 △141,824

(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１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30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 984,621 53,489 15,658 1,053,769

セグメント間の内部売上高
又は振替高

─ ─ ─ ─

計 984,621 53,489 15,658 1,053,769

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

△17,921 △6,747 9,662 △15,006

(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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