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(百万円未満切捨て)

１．2021年５月期第１四半期の業績（2020年６月１日～2020年８月31日）

（１）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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年５月期第１四半期 522 △23.8 △9 － 4 △90.5 1 △96.2

2020年５月期第１四半期 686 12.7 32 145.4 44 55.1 29 57.4
　

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５月期第１四半期 0.14 0.14

2020年５月期第１四半期 4.01 3.82
　

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年５月期第１四半期 3,102 2,438 78.6

2020年５月期 3,320 2,382 71.7
(参考) 自己資本 2021年５月期第１四半期 2,438百万円 2020年５月期 2,380百万円

　　

　

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５月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2021年５月期 －

2021年５月期(予想) － － － －
　　

(注)2021年５月期の配当予想につきましては、現時点では業績の見通しが困難なため、公表しておりません。
　 業績予想の算定が可能となった時点で速やかに開示する予定です。

　

３．2021年５月期の業績予想（2020年６月１日～2021年５月31日）
　2021年５月期の業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、現時点において合理的に算定
することが困難なことから未定としております。今後、業績予想が可能となった段階で速やかに公表いたします。



※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（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) 2021年５月期１Ｑ 7,732,000株 2020年５月期 7,542,000株

② 期末自己株式数 2021年５月期１Ｑ －株 2020年５月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年５月期１Ｑ 7,730,022株 2020年５月期１Ｑ 7,284,391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
　2021年５月期の業績予想につきましては、新型コロナウィルス感染症の影響により、現時点において合理的に算
定することが困難なことから未定としております。業績予想が可能となった段階で速やかに公表いたします。
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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影響により、経済・社会活動が制限

され、個人消費の低迷や経済活動の停滞等、厳しい状況が続き先行き不透明な状況となっております。

　当社が属する建設業界におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による経済活動の抑制から、工事の一

時中止や工事の延期、受注の遅れ等が見受けられましたが、公共投資並びに民間投資は底堅く推移いたしました。

しかしながら、施工を行う技術者不足が解消されていないことに加え、資材価格や労務費等の建設コストの高騰

が工事収益を圧迫する等、引き続き厳しい状況が続いております。

　このような状況の中、当社は、既存店におけるパートナー（工務店等）との関係強化に取り組み、受注拡大を図

って参りました。また、原価低減と経費削減、工事採算性を重視した受注方針の徹底、施工管理と品質・技術の向

上に努めるとともに、人材採用及び育成にも積極的に取り組み、業容拡大や収益力の向上等も図って参りました。

これらにより、当第１四半期累計期間における売上高は、新型コロナウイルス感染症の影響により522,731千円

（前年同期比23.8％減）となり、売上の減少に伴う売上総利益の減少により、営業損失は9,212千円（前年同四半期

は営業利益32,356千円）、経常利益は4,273千円（同90.5％減）、四半期純利益は1,103千円（同96.2％減）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。

（ホームメイキャップ事業）

ホームメイキャップ事業におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により工事の一時中止や工事の延期、

受注の遅れ等による工事の影響を受けた結果、売上高は495,212千円（前年同期比26.4％減）、セグメント利益は

41,685千円（同55.1％減）となりました。

（建築工事業）

建築工事業におきましては、店舗改装及び改修工事等の増加により、売上高は24,666千円（前年同期比105.9％

増）、セグメント損失は45千円（前年同期は2,679千円のセグメント損失）となりました。

（その他）

不動産売買取引を行う不動産事業とＦＣ加盟店に対するコーティング材等の販売に関する事業等で構成されるそ

の他の事業におきましては、材料販売等の増加により、売上高は2,851千円（前年同期比155.3％増）、セグメント

利益は1,112千円（同159.0％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期会計期間末における資産の部は、前事業年度末に比べ218,662千円減少し、3,102,101千円となりま

した。これは主に、現金及び預金の186,177千円の減少、受取手形の70,118千円の減少、完成工事未収入金の43,382

千円の減少等によるものであります。

負債の部は、前事業年度末に比べ275,326千円減少し、663,336千円となりました。これは主に、支払手形の

126,634千円の減少、工事未払金の83,417千円の減少、未払法人税等の42,815千円の減少等によるものであります。

純資産の部は、前事業年度末に比べ56,663千円増加し、2,438,764千円となりました。これは主に、資本金の

23,351千円の増加、資本剰余金の23,351千円の増加によるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年５月期の業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、現時点において合理的に算

定することが困難なことから未定としております。業績予想が可能となった段階で速やかに公表いたします。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年５月31日)

当第１四半期会計期間
(2020年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,263,355 1,077,177

受取手形 135,046 64,928

電子記録債権 63,641 23,388

完成工事未収入金 335,292 291,909

売掛金 8,883 56,837

未成工事支出金 209,155 263,483

仕掛販売用不動産 2,988 18,047

原材料及び貯蔵品 13,290 12,353

その他 26,690 30,024

貸倒引当金 △7,494 △10,025

流動資産合計 2,050,849 1,828,126

固定資産

有形固定資産

土地 389,654 389,654

その他（純額） 229,872 223,988

有形固定資産合計 619,526 613,643

無形固定資産 33,573 31,119

投資その他の資産

投資有価証券 277,985 292,340

その他 351,634 349,439

貸倒引当金 △12,804 △12,568

投資その他の資産合計 616,815 629,212

固定資産合計 1,269,915 1,273,974

資産合計 3,320,764 3,102,101

負債の部

流動負債

支払手形 241,064 114,430

工事未払金 241,086 157,669

買掛金 42,922 45,215

1年内返済予定の長期借入金 15,158 13,992

未払法人税等 49,277 6,462

完成工事補償引当金 24,826 26,007

その他 203,374 179,183

流動負債合計 817,710 542,961

固定負債

長期借入金 113,222 109,724

その他 7,731 10,651

固定負債合計 120,953 120,375

負債合計 938,663 663,336
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年５月31日)

当第１四半期会計期間
(2020年８月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 367,978 391,329

資本剰余金 376,745 400,096

利益剰余金 1,628,117 1,629,220

株主資本合計 2,372,841 2,420,646

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 8,141 18,118

評価・換算差額等合計 8,141 18,118

新株予約権 1,118 －

純資産合計 2,382,101 2,438,764

負債純資産合計 3,320,764 3,102,101
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2019年６月１日
　至 2019年８月31日)

当第１四半期累計期間
(自 2020年６月１日
　至 2020年８月31日)

売上高 686,167 522,731

売上原価 473,749 351,557

売上総利益 212,417 171,174

販売費及び一般管理費 180,061 180,386

営業利益又は営業損失（△） 32,356 △9,212

営業外収益

不動産賃貸収入 2,622 2,323

有価証券利息 3,304 3,391

売電収入 12,370 12,723

その他 1,131 811

営業外収益合計 19,427 19,250

営業外費用

支払利息 426 347

売電費用 482 649

減価償却費 4,990 4,469

その他 1,096 296

営業外費用合計 6,997 5,764

経常利益 44,787 4,273

特別利益

新株予約権戻入益 － 206

特別利益合計 － 206

税引前四半期純利益 44,787 4,480

法人税、住民税及び事業税 13,949 4,269

法人税等調整額 1,632 △893

法人税等合計 15,582 3,376

四半期純利益 29,205 1,103
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（３）四半期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。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期累計期間(自 2019年６月１日 至 2019年８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

　 （単位：千円）

　報告セグメント
その他
（注）

合計
ホームメイ
キャップ事業

建築工事業 小計

売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

673,070 11,979 685,050 1,117 686,167

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

－ － － － －

計 673,070 11,979 685,050 1,117 686,167

セグメント利益又は損失(△） 92,858 △2,679 90,178 429 90,608

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＦＣ加盟店に対するコーティング材

等の販売に関する事業等を含んでおります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書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)

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 90,178

「その他」の区分の利益 429

全社費用（注） △58,251

四半期損益計算書の営業利益 32,356

　 (注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．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

　該当事項はありません。



株式会社エムビーエス(1401) 2021年５月期 第１四半期決算短信(非連結)

8

Ⅱ 当第１四半期累計期間(自 2020年６月１日 至 2020年８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

　 （単位：千円）

　報告セグメント
その他
（注）

合計
ホームメイ
キャップ事業

建築工事業 小計

売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

495,212 24,666 519,879 2,851 522,731

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

－ － － － －

計 495,212 24,666 519,879 2,851 522,731

セグメント利益又は損失(△） 41,685 △45 41,640 1,112 42,752

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＦＣ加盟店に対するコーティング材

等の販売に関する事業等を含んでおります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書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)

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 41,640

「その他」の区分の利益 1,112

全社費用（注） △51,964

四半期損益計算書の営業損失(△） △9,212

　 (注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．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

　該当事項はありません。


