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1. 2021年12月期第3四半期の連結業績（2021年1月1日～2021年9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12月期第3四半期 19,832 △5.3 1,081 △9.8 1,115 △6.5 580 △19.4

2020年12月期第3四半期 20,945 △9.3 1,198 △5.8 1,192 △7.6 719 △40.1

（注）包括利益 2021年12月期第3四半期　　719百万円 （△11.9％） 2020年12月期第3四半期　　816百万円 （△36.7％）

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12月期第3四半期 530.72 ―

2020年12月期第3四半期 658.18 ―

(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12月期第3四半期 29,389 15,748 47.1

2020年12月期 27,282 15,147 49.0

（参考）自己資本 2021年12月期第3四半期 13,844百万円 2020年12月期 13,367百万円

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12月期 ― 50.00 ― 50.00 100.00

2021年12月期 ― 50.00 ―

2021年12月期（予想） 110.00 160.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

（注）2021年12月期（予想）　期末配当の内訳　普通配当　50円00銭、記念配当　60円00銭（設立60周年記念配当）

3. 2021年12月期の連結業績予想（2021年 1月 1日～2021年12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 28,000 2.7 1,000 △23.4 1,000 △23.2 650 △18.3 594.59

（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 ： 有

（注）詳細は、添付資料Ｐ．８「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の
会計処理の適用）」をご覧ください。

(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12月期3Q 1,153,263 株 2020年12月期 1,153,263 株

② 期末自己株式数 2021年12月期3Q 60,081 株 2020年12月期 60,081 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期3Q 1,093,182 株 2020年12月期3Q 1,093,182 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あたっての注意事項等については、添付資料Ｐ．３「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３四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の長期化の影響により、依然とし

て厳しい状況で推移しました。

しかしながら、海外における経済の改善や、国内での各種政策の効果及びワクチン接種による経済活動の再開か

ら内外需要が増加したことにより、経済回復の兆しが見られました。

建設業界におきましては、国内経済活動の持ち直しにより民間建設投資は増加するものの、政府の補正予算の影

響から政府建設投資は微減となることが予想され、受注競争は引き続き厳しい環境が続いております。

このような状況のもと、当社グループにおきましては、第３四半期連結会計期間において、受注の強化に注力し

ました。

以上の結果、当社グループの業績につきましては、当社の建設事業セグメント及び設備事業セグメントにおいて

工事の中断により進捗が遅れた影響等から、売上高は前年同期比5.3％減の19,832百万円となりました。

利益につきましては、売上高が減少した影響等から、営業利益は前年同期比9.8％減の1,081百万円、経常利益は

前年同期比6.5％減の1,115百万円となりました。

また、当社において固定資産除却損を計上した影響等から、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比

19.4％減の580百万円となりました。

セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

なお、下記のセグメント別営業利益には、セグメント間の内部取引に係る金額を含んでおります。

＜建設事業＞

建設事業セグメントに関しましては、複数の大型工事で土壌調査や設計変更により、工事が一時中断したことで

進捗が遅れた影響等から、売上高は前年同期比10.4％減の6,560百万円、営業利益は前年同期比23.1％減の362百万

円となりました。

＜設備事業＞

設備事業セグメントに関しましては、当社において太陽光発電所関連工事の減少や工事の進捗による影響に伴

い、売上高は前年同期比10.8％減の2,913百万円、営業損失3百万円（前年同期は営業利益145百万円）となりまし

た。

＜住宅事業＞

住宅事業セグメントに関しましては、売上高は横這いの8,745百万円となりましたが、連結子会社であるセキス

イハイム山陽株式会社において原価の低減に努めた影響等から、営業利益は前年同期比46.1％増の217百万円とな

りました。

＜不動産賃貸事業＞

不動産賃貸事業セグメントに関しましては、売上高は前年同期比1.9％増の1,050百万円となりましたが、連結子

会社である株式会社リブライフにおいて事業の見直しにより販売費及び一般管理費が減少した影響等から、営業利

益は前年同期比24.1％増の378百万円となりました。

＜その他事業＞

その他事業セグメントに関しましては、連結子会社である株式会社リブライフにおいて運営する飲食店において

緊急事態宣言や蔓延防止措置法等により営業制限があった影響から、売上高は前年同期比3.7％減の563百万円、営

業利益は前年同期比7.0％減の122百万円となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、工事代金の回収に伴い、現金預金が増加したこと等によ

り、29,389百万円（前連結会計年度末は27,282百万円）となりました。

負債につきましては、当社において未成工事受入金が増加したこと等により、13,640百万円（前連結会計年度末

は12,134百万円）となりました。

純資産につきましては、親会社株主に帰属する四半期純利益による利益剰余金の増加等により15,748百万円（前

連結会計年度末は15,147百万円）となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当社グループの業績につきましては、2021年２月12日の「2020年12月期 決算短信」で公表いたしました通期の

業績予想に変更はありません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 1,261,103 2,922,359

受取手形・完成工事未収入金等 3,306,657 3,724,152

たな卸資産 4,760,701 4,612,941

預け金 46,157 37,252

その他 701,849 714,903

貸倒引当金 △3,083 △2,753

流動資産合計 10,073,385 12,008,856

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 2,651,147 4,283,690

機械・運搬具（純額） 1,736,806 1,541,716

工具器具・備品（純額） 694,970 737,604

土地 9,124,744 9,121,402

リース資産（純額） 61,982 147,738

建設仮勘定 1,414,801 3,384

有形固定資産合計 15,684,454 15,835,535

無形固定資産

リース資産 － 22,732

その他 12,218 20,501

無形固定資産合計 12,218 43,233

投資その他の資産

投資有価証券 581,944 588,656

繰延税金資産 481,058 476,915

その他 492,765 478,850

貸倒引当金 △43,392 △42,942

投資その他の資産合計 1,512,375 1,501,480

固定資産合計 17,209,048 17,380,249

資産合計 27,282,433 29,389,106

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
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 1,628,553 2,227,871

短期借入金 1,970,000 2,600,000

1年内返済予定の長期借入金 1,121,475 1,013,942

リース債務 28,370 55,067

未払法人税等 187,565 69,178

未成工事受入金 1,435,432 2,334,395

賞与引当金 153,654 334,622

役員賞与引当金 20,700 －

完成工事補償引当金 34,713 17,086

工事損失引当金 － 1,460

資産除去債務 47,500 43,976

その他 794,559 492,511

流動負債合計 7,422,523 9,190,112

固定負債

社債 300,000 300,000

長期借入金 3,049,431 2,627,445

リース債務 35,368 120,121

退職給付に係る負債 568,727 657,501

役員退職慰労引当金 113,885 109,336

資産除去債務 274,190 275,900

その他 370,524 359,754

固定負債合計 4,712,127 4,450,059

負債合計 12,134,650 13,640,172

純資産の部

株主資本

資本金 764,815 764,815

資本剰余金 705,825 705,825

利益剰余金 11,953,618 12,424,473

自己株式 △110,378 △110,378

株主資本合計 13,313,880 13,784,735

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 57,243 62,990

退職給付に係る調整累計額 △3,627 △2,807

その他の包括利益累計額合計 53,615 60,182

非支配株主持分 1,780,286 1,904,015

純資産合計 15,147,782 15,748,934

負債純資産合計 27,282,433 29,389,106
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

売上高 20,945,084 19,832,521

売上原価 16,233,632 15,264,377

売上総利益 4,711,451 4,568,144

販売費及び一般管理費 3,512,514 3,487,117

営業利益 1,198,936 1,081,027

営業外収益

受取利息 5,147 5,888

受取配当金 5,796 7,124

持分法による投資利益 7,216 5,262

助成金収入 814 24,433

その他 18,087 18,760

営業外収益合計 37,062 61,469

営業外費用

支払利息 22,824 21,129

支払手数料 12,760 －

その他 7,958 6,346

営業外費用合計 43,543 27,475

経常利益 1,192,455 1,115,020

特別利益

固定資産売却益 38,454 －

特別利益合計 38,454 －

特別損失

減損損失 － 3,772

固定資産売却損 4,662 －

固定資産除却損 7,233 46,461

投資有価証券評価損 5,524 3,516

持分変動損失 7,392 4,544

特別損失合計 24,812 58,294

税金等調整前四半期純利益 1,206,098 1,056,726

法人税等 377,050 344,158

四半期純利益 829,047 712,568

非支配株主に帰属する四半期純利益 109,541 132,395

親会社株主に帰属する四半期純利益 719,506 580,173

（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）
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

四半期純利益 829,047 712,568

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △13,851 5,747

退職給付に係る調整額 1,405 819

その他の包括利益合計 △12,445 6,567

四半期包括利益 816,601 719,135

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 707,060 586,740

非支配株主に係る四半期包括利益 109,541 132,395

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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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３四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。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積りについて）

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積り

について）に記載した新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する仮定について重要な変更はありませ

ん。
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