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(百万円未満切捨て)

１．2021年２月期第１四半期の連結業績（2020年３月１日～2020年５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 ％

2021年２月期第１四半期 1,887 △9.5 142 △26.7 143 △25.5 84 △31.2

2020年２月期第１四半期 2,085 1.1 193 17.3 192 16.3 122 13.0
(注)包括利益 2021年２月期第１四半期 84百万円(△31.2％) 2020年２月期第１四半期 122百万円( 13.0％)
　

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２月期第１四半期 10.70 －

2020年２月期第１四半期 15.10 －
　

　

（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２月期第１四半期 4,382 3,056 69.7

2020年２月期 4,327 3,088 71.4
(参考) 自己資本 2021年２月期第１四半期 3,054百万円 2020年２月期 3,088百万円
　
　

　

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２月期 － 15.00 － 15.00 30.00

2021年２月期 －

2021年２月期(予想) 16.00 － 16.00 32.00
(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２月期の連結業績予想（2020年３月１日～2021年２月28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) － － － － － － － － －

通期 － － － － － － － － －
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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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)

新規 －社（社名） － 、除外 －社（社名） －
　

　

（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２月期１Ｑ 8,167,498株 2020年２月期 8,167,498株

② 期末自己株式数 2021年２月期１Ｑ 300,215株 2020年２月期 300,215株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年２月期１Ｑ 7,867,283株 2020年２月期１Ｑ 8,100,015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）
2021年２月期の業績予想につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大が当社グル－プの業績に影響を与えるこ
とが見込まれるものの、現時点でその影響額を算定することが困難であるため、2020年４月10日に公表いたしまし
た連結業績予想を一旦取り下げ、未定といたしました。
なお、新型コロナウイルス感染の動向を見極めながら、業績予想の算定が可能となった段階ですみやかに公表させ
ていただきます。
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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拡大による外出自粛やインバウンド

需要の消滅などにより、国内の消費活動は落ち込み、景気の先行きは不透明感を増している状況にあります。

このような経済環境の中、当社グループにおきましては、2020年４月の日本政府による緊急事態宣言前までは、

請負業務の受注や派遣業務の稼働率等は堅調に推移しておりました。緊急事態宣言後、請負業務においては、テレ

ワークなどの対応を行い業務を継続出来たものの、感染拡大防止のため、やむを得ず営業活動を自粛するなど、事

業環境に変化が生じております。また、派遣業務においては、多くの顧客にてテレワークなどの対応で業務は継続

されましたが、一部の主要顧客においては、休業を余儀なくされたため、減収要因となっております。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は1,887百万円（前年同期比9.5％減）、営業利益は142百

万円（同26.7％減）、経常利益は143百万円（同25.5％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は84百万円（同

31.2％減）となりました。

なお、当社グループは単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。

（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における資産合計額は4,382百万円となり、前連結会計年度末比54百万円の増加とな

りました。これは主に、現金及び預金が326百万円増加したこと、受取手形及び売掛金が315百万円減少したことに

よるものであります。

負債合計額は1,325百万円となり、前連結会計年度末比86百万円の増加となりました。これは主に、未払費用が

425百万円増加したこと、賞与引当金が189百万円減少したことによるものであります。

純資産合計額は3,056百万円となり、前連結会計年度末比31百万円の減少となりました。これは、親会社株主に帰

属する四半期純利益の計上等に伴い利益剰余金が84百万円増加したものの、剰余金の配当により118百万円減少した

ことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大が当社グル－プの業績に影響を与えることが見込

まれるものの、現時点でその影響額を算定することが困難であるため、2020年４月10日に公表いたしました連結業

績予想を一旦取り下げ、未定といたしました。

なお、新型コロナウイルス感染の動向を見極めながら、業績予想の算定が可能となった段階ですみやかに公表さ

せていただきます。

詳細に関しましては、本日（2020年６月30日）発表の「2021年2月期 業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照ください。
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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２月29日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,878,908 2,205,546

受取手形及び売掛金 1,010,031 694,647

仕掛品 221,932 280,253

原材料 10,671 14,792

その他 369,487 354,706

貸倒引当金 △6,064 △4,167

流動資産合計 3,484,965 3,545,778

固定資産

有形固定資産

土地 410,407 410,407

その他（純額） 118,710 120,095

有形固定資産合計 529,118 530,502

無形固定資産

のれん 6,280 －

その他 10,835 10,285

無形固定資産合計 17,115 10,285

投資その他の資産 296,539 296,011

固定資産合計 842,773 836,799

資産合計 4,327,739 4,382,577

負債の部

流動負債

買掛金 8,302 3,651

未払費用 86,131 512,090

未払法人税等 167,756 63,948

賞与引当金 236,268 46,275

受注損失引当金 238 5,285

その他 526,995 535,195

流動負債合計 1,025,692 1,166,448

固定負債

役員退職慰労引当金 103,426 47,715

その他 109,975 111,492

固定負債合計 213,401 159,208

負債合計 1,239,094 1,325,656

純資産の部

株主資本

資本金 214,265 214,265

資本剰余金 119,265 119,265

利益剰余金 3,096,943 3,063,132

自己株式 △341,828 △341,828

株主資本合計 3,088,645 3,054,834

新株予約権 － 2,086

純資産合計 3,088,645 3,056,920

負債純資産合計 4,327,739 4,382,577
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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３月１日
　至 2019年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
　至 2020年５月31日)

売上高 2,085,470 1,887,679

売上原価 1,623,220 1,493,044

売上総利益 462,250 394,635

販売費及び一般管理費 268,459 252,527

営業利益 193,790 142,107

営業外収益

受取利息 2 2

その他 52 1,247

営業外収益合計 55 1,250

営業外費用

支払利息 204 126

自己株式取得費用 1,335 －

その他 25 10

営業外費用合計 1,565 136

経常利益 192,280 143,221

税金等調整前四半期純利益 192,280 143,221

法人税等 69,987 59,023

四半期純利益 122,293 84,198

親会社株主に帰属する四半期純利益 122,293 84,198
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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３月１日
　至 2019年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
　至 2020年５月31日)

四半期純利益 122,293 84,198

四半期包括利益 122,293 84,198

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 122,293 84,198

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。ただ

し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を

使用する方法によっております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（セグメント情報等）

当社グループはエンジニアリング事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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