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(百万円未満切捨て)

１．2021年５月期第３四半期の業績（2020年６月１日～2021年２月28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３四半期 1,948 △22.0 76 △67.8 106 △62.5 164 △12.7

2020年５月期第３四半期 2,500 5.6 236 23.1 282 20.1 188 18.8
　

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３四半期 21.28 21.28

2020年５月期第３四半期 25.85 24.65
　　

（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３四半期 3,530 2,612 74.0

2020年５月期 3,320 2,382 71.7
(参考) 自己資本 2021年５月期第３四半期 2,612百万円 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 － 0.00 －
2021年５月期(予想) 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：有
　　　

３．2021年５月期の業績予想（2020年６月１日～2021年５月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 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 3,350 0.1 193 △32.0 234 △31.4 251 10.4 32.46
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：有
　

　　



※ 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３Ｑ 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３Ｑ －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３Ｑ 7,731,333株 2020年５月期３Ｑ 7,292,036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

　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、当社が現時点で入手している情報及び合理的であ
ると判断する前提に基づいたものであり、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２ページ「１．当四半
期決算に関する定性的情報(３）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、依然として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、資材価格や労務費といった建設コストの

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、感染予防に組織的に取り組みつつ、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３四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1,948,970千

円（前年同期比22.0%減）、営業利益は、売上高の減少に伴う売上総利益の減少により76,107千円（前年同期比

67.8％減）となりました。経常利益は、106,033千円（前年同期比62.5％減）、四半期純利益は、164,537千円（前

年同期比12.7％減）となりました。

セグメント別の業績は、以下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、訪問等による営業活動の自粛から受注の遅れ等、工事への影響を受けた結果、売上高は1,812,935千円（前年

同期比23.9％減）となり、セグメント利益は215,012千円（前年同期比44.3％減）となりました。

（建築工事業）

建築工事業におきましては、新築及び改修工事等が増加したため、売上高は128,347千円（前年同期比13.3％

増）となり、セグメント利益は10,087千円（前年同期比3.3％減）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7,687千円（前年同期比66.5％増）となり、セグ

メント利益は3,008千円（前年同期比105.0％増)となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四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209,274千円増加し、3,530,038千円となりま

した。これは主に、未成工事支出金231,090千円の増加、現金及び預金92,001千円の増加、売掛金16,489千円の増

加、完成工事未収入金39,482千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20,746千円減少し、917,916千円となりました。これは主に、長期借入金

113,222千円の減少、一年内返済借入金15,158千円の減少、工事未払金153,697千円の増加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230,021千円増加し、2,612,122千円となりました。これは主に、利益剰余金

164,537千円の増加、資本金23,351千円の増加、資本剰余金23,351千円の増加、その他有価証券評価差額金19,900

千円の増加等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、2021年４月13日に公表しております。

詳細につきましては、本日(2021年４月13日）公表の「業績予想および配当予想に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。
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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３四半期会計期間
(2021年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,263,355 1,355,357

受取手形 135,046 135,538

電子記録債権 63,641 34,005

完成工事未収入金 335,292 295,809

売掛金 8,883 25,372

未成工事支出金 209,155 440,246

仕掛販売用不動産 2,988 43,801

原材料及び貯蔵品 13,290 11,800

その他 26,690 19,707

貸倒引当金 △7,494 △9,567

流動資産合計 2,050,849 2,352,073

固定資産

有形固定資産

土地 389,654 389,654

その他（純額） 229,872 94,042

有形固定資産合計 619,526 483,696

無形固定資産 33,573 32,841

投資その他の資産

投資有価証券 277,985 306,619

その他 351,634 370,839

貸倒引当金 △12,804 △16,031

投資その他の資産合計 616,815 661,427

固定資産合計 1,269,915 1,177,965

資産合計 3,320,764 3,530,038

負債の部

流動負債

支払手形 241,064 222,124

工事未払金 241,086 394,783

買掛金 42,922 50,033

1年内返済予定の長期借入金 15,158 －

未払法人税等 49,277 42,059

完成工事補償引当金 24,826 29,222

その他 203,374 175,988

流動負債合計 817,710 914,213

固定負債

長期借入金 113,222 －

その他 7,731 3,702

固定負債合計 120,953 3,702

負債合計 938,663 917,916
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年５月31日)

当第３四半期会計期間
(2021年２月28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 1,792,654

株主資本合計 2,372,841 2,584,080

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 8,141 28,041

評価・換算差額等合計 8,141 28,041

新株予約権 1,118 －

純資産合計 2,382,101 2,612,122

負債純資産合計 3,320,764 3,530,038
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2019年６月１日
　至 2020年２月29日)

当第３四半期累計期間
(自 2020年６月１日
　至 2021年２月28日)

売上高 2,500,117 1,948,970

売上原価 1,737,992 1,349,523

売上総利益 762,124 599,447

販売費及び一般管理費 525,412 523,339

営業利益 236,711 76,107

営業外収益

不動産賃貸収入 7,821 9,284

有価証券利息 10,368 10,276

助成金収入 15,122 537

売電収入 29,880 24,389

その他 3,621 3,028

営業外収益合計 66,814 47,516

営業外費用

支払利息 1,200 764

売電費用 2,196 1,520

減価償却費 14,969 10,870

その他 2,397 4,436

営業外費用合計 20,763 17,591

経常利益 282,762 106,033

特別利益

新株予約権戻入益 － 206

固定資産売却益 － 136,810

投資有価証券売却益 － 1,800

特別利益合計 － 138,816

税引前四半期純利益 282,762 244,849

法人税、住民税及び事業税 98,051 91,670

法人税等調整額 △3,789 △11,357

法人税等合計 94,261 80,312

四半期純利益 188,501 164,537
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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３四半期累計期間(自 2019年６月１日 至 2020年２月29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

2,382,205 113,292 2,495,498 4,618 2,500,117

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

－ － － － －

計 2,382,205 113,292 2,495,498 4,618 2,500,117

セグメント利益 386,115 10,431 396,546 1,467 398,014

(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 396,546

「その他」の区分の利益 1,467

全社費用（注） △161,303

四半期損益計算書の営業利益 236,711

　 (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。
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Ⅱ 当第３四半期累計期間(自 2020年６月１日 至 2021年２月28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

1,812,935 128,347 1,941,283 7,687 1,948,970

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

－ － － － －

計 1,812,935 128,347 1,941,283 7,687 1,948,970

セグメント利益 215,012 10,087 225,099 3,008 228,108

(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 225,099

「その他」の区分の利益 3,008

全社費用（注） △152,001

四半期損益計算書の営業利益 76,107

　 (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。

　


