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1. 2021年9月期の連結業績（2020年10月1日～2021年9月30日）

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年9月期 17,857 △1.8 1,535 2.5 1,398 △3.4 933 △1.1

2020年9月期 18,177 △3.4 1,498 △3.4 1,448 0.1 943 3.8

（注）包括利益 2021年9月期　　958百万円 （△1.2％） 2020年9月期　　970百万円 （2.3％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2021年9月期 22.39 22.36 8.6 6.3 8.6

2020年9月期 22.57 22.54 9.2 6.7 8.2

（参考） 持分法投資損益 2021年9月期 ―百万円 2020年9月期 ―百万円

(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9月期 22,312 11,288 49.9 267.19

2020年9月期 21,862 10,617 47.9 251.59

（参考） 自己資本 2021年9月期 11,138百万円 2020年9月期 10,481百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2021年9月期 656 △282 △328 3,470

2020年9月期 2,247 △313 △680 3,425

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

2020年9月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00 291 31.0 2.9

2021年9月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00 291 31.3 2.7

2022年9月期(予想) ― 0.00 ― 7.00 7.00 31.3

3. 2022年 9月期の連結業績予想（2021年10月 1日～2022年 9月30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) 9,930 9.7 878 4.7 830 7.6 539 10.4 12.93

通期 19,600 9.8 1,552 1.0 1,460 4.4 933 0.0 22.38



※ 注記事項

(1) 期中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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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9月期 42,866,681 株 2020年9月期 42,866,681 株

② 期末自己株式数 2021年9月期 1,179,253 株 2020年9月期 1,206,853 株

③ 期中平均株式数 2021年9月期 41,676,782 株 2020年9月期 41,805,302 株

（参考）個別業績の概要

1. 2021年9月期の個別業績（2020年10月1日～2021年9月30日）

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年9月期 16,067 △3.8 1,335 1.5 1,236 △6.3 870 △3.3

2020年9月期 16,702 △1.7 1,315 2.6 1,319 7.3 900 9.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

2021年9月期 20.89 20.87

2020年9月期 21.54 21.52

(2) 個別財政状態

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9月期 21,190 10,748 50.7 257.52

2020年9月期 21,024 10,150 48.2 243.41

（参考） 自己資本 2021年9月期 10,735百万円 2020年9月期 10,140百万円

2. 2022年 9月期の個別業績予想（2021年10月 1日～2022年 9月30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 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 8,925 8.7 810 9.3 544 9.1 13.05

通期 17,500 8.9 1,350 9.2 900 3.4 21.59

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 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、当社が現在入手している情報及び合理的と判断する一定の前提条件に基づいており、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、実際の業績は、当社を取り巻く経済情勢、市場動向、競合状況等により、予想数値と異なる可能性が
あります。
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１．経営成績等の概況

(1）当期の経営成績の概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による度重なる緊急事態宣言やまん延防止等重

点措置により不透明な状況が続きましたが、米国や中国など海外経済の回復による製造業の輸出増加に加えて自宅内

消費や情報サービス業の拡大により後半は回復傾向となりました。しかしながら半導体や木材など資機材の不足によ

り終盤は景気の減速も見られます。また、飲食業や観光業など個人向けサービスでは一年を通して厳しい状態が継続

しました。

　当社グループが関連する建設業界におきましては、一年延期となった東京オリンピック・パラリンピックが開催さ

れたため、東京都心部を中心に新たな大型案件の着工がなく、公共工事を中心に一定の工事量は確保されたものの全

体としては工事量が減少し、同業者間での競合が激しさを増しました。ただし、関西地区においては大型土木工事や

鉄道工事、建築工事などが予定通りに着工し、堅調に推移しています。

　このような状況において当社グループは、中期経営戦略「マンパワー経営」の最終年として生産効率の向上を進

め、従来の建設市場に加えて非常用発電機市場への注力やバジェット・レンタカー羽田空港店の開設など新たな市場

開拓も進めました。また、国土交通省が推進する建設キャリアアップシステム（CCUS）と連動した独自開発の建設DX

システムにより建設現場の効率と安全に寄与する提案などもおこなってきました。

　その結果、当連結会計年度の売上高につきましては、178億57百万円（前期比98.2％）となりました。内訳としま

しては、賃貸収入122億17百万円（同88.7％）、その他の売上高56億39百万円（同128.0％）となりました。

　また、営業利益につきましては15億35百万円（同102.5％）、経常利益につきましては13億98百万円（同

96.6％）、親会社株主に帰属する当期純利益は9億33百万円（同98.9％）となりました。

(2）当期の財政状態の概況

①　資産、負債及び純資産の状況

（資産）

　当連結会計年度末の総資産は、223億12百万円と前連結会計年度末に比べて4億50百万円（2.1％）の増加となり

ました。これは、貸与資産の増加2億86百万円があったためであります。

（負債）

　当連結会計年度末の負債は、110億24百万円と前連結会計年度末に比べて2億20百万円（2.0％）の減少となりま

した。これは、長期借入金の増加4億9百万円、リース債務の増加2億78百万円及び前受金の増加1億35百万円があっ

たものの、未払消費税等の減少3億48百万円、仕入債務の減少2億44百万円、社債の減少2億2百万円及び未払法人税

等の減少1億56百万円があったためであります。

（純資産）

　当連結会計年度末の純資産は、112億88百万円と前連結会計年度末に比べて6億70百万円（6.3％）の増加となり

ました。これは、剰余金の配当などがあったものの、親会社株主に帰属する当期純利益を計上したことにより、利

益剰余金が6億41百万円増加したためであります。

(3）当期のキャッシュ・フローの概況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて44百万円

増加し、34億70百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、6億56百万円（前年同期は22億47百万円の獲得）となりました。これは、主な減

少項目として貸与資産の取得による支出7億60百万円、法人税等の支払額5億85百万円及び仕入債務の減少額3億円が

あったものの、主な増加項目として税金等調整前当期純利益13億98百万円に加え、減価償却費10億33百万円及び売上

債権の減少額1億40百万円があったためであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、2億82百万円（前年同期は3億13百万円の使用）となりました。これは、主な減少

項目として短期貸付金の増加額79百万円、無形固定資産の取得による支出75百万円及び有形固定資産の取得による支

出68百万円があったためであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、3億28百万円（前年同期は6億80百万円の使用）となりました。これは、主な増加

項目として長期借入れによる収入15億円があったものの、主な減少項目として長期借入金の返済による支出12億47百

万円及び社債の償還による支出2億2百万円に加え、配当金の支払額2億91百万円があったためであります。
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(4）今後の見通し

　次期の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症の影響など不確定な要素もありますが、ワクチン接種の

広まりと合わせて徐々に経済活動も正常化してくると期待しています。

　当社グループが関連する建設業界においては、東京都心部で予定されていた大型土木工事や各地の再開発計画が順

次着工になると予測しており、周辺地域でも中央道新小仏トンネルや外環道千葉京葉ランプなどの工事が予定されて

います。関西地区でも高速道路関連や鉄道関連などのインフラ整備工事が予定されており、夢洲の万博会場やIR関連

インフラ整備工事なども徐々に本格化する見込みです。

　当社グループといたしましては、新中期経営戦略に「蛻変（ぜいへん）への挑戦」をかかげ、変化の激しい時代に

対応し、新たな市場を開拓していくために「新しい力の構築」「人財育成・風土革新への挑戦」「ストロングポイン

トの深耕」を重点項目に、今後も建設業界および社会に必要とされる企業として成長していきたいと考えています。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社グループは、国内の同業他社との比較可能性を確保するため、会計基準につきましては日本基準を適用しており

ます。
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年９月30日)

当連結会計年度
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,635,370 3,691,594

受取手形及び売掛金 3,525,360 3,488,864

電子記録債権 1,175,277 1,159,495

商品及び製品 251,310 177,715

仕掛品 13,637 93,787

原材料及び貯蔵品 152,897 197,287

その他 632,037 753,242

貸倒引当金 △39,526 △113,344

流動資産合計 9,346,364 9,448,642

固定資産

有形固定資産

貸与資産（純額） 1,592,844 1,879,181

建物及び構築物（純額） 1,806,442 1,735,185

機械装置及び運搬具（純額） 57,511 41,120

土地 6,927,574 6,990,652

リース資産（純額） 1,117,150 1,078,249

建設仮勘定 7,744 25,245

その他（純額） 80,576 66,169

有形固定資産合計 11,589,843 11,815,804

無形固定資産

のれん － 36,399

その他 99,224 132,941

無形固定資産合計 99,224 169,340

投資その他の資産

投資有価証券 54,102 62,658

長期貸付金 8,622 10,320

繰延税金資産 176,161 158,559

その他 624,932 683,168

貸倒引当金 △36,856 △35,829

投資その他の資産合計 826,962 878,876

固定資産合計 12,516,030 12,864,021

資産合計 21,862,394 22,312,663

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年９月30日)

当連結会計年度
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,923,822 2,679,516

１年内返済予定の長期借入金 990,998 1,055,668

１年内償還予定の社債 202,500 150,000

リース債務 422,844 613,241

未払法人税等 347,672 190,781

賞与引当金 294,650 278,510

役員賞与引当金 20,780 18,640

その他 1,078,572 772,024

流動負債合計 6,281,840 5,758,382

固定負債

社債 1,125,000 975,000

長期借入金 1,710,998 2,055,330

リース債務 1,954,287 2,042,802

役員退職慰労引当金 33,620 38,640

退職給付に係る負債 19,492 37,167

資産除去債務 87,338 88,573

その他 32,089 28,254

固定負債合計 4,962,826 5,265,767

負債合計 11,244,666 11,024,150

純資産の部

株主資本

資本金 1,167,551 1,167,551

資本剰余金 923,469 924,359

利益剰余金 8,776,622 9,418,073

自己株式 △396,869 △387,797

株主資本合計 10,470,773 11,122,187

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 10,467 16,137

その他の包括利益累計額合計 10,467 16,137

新株予約権 10,262 13,190

非支配株主持分 126,223 136,998

純資産合計 10,617,728 11,288,513

負債純資産合計 21,862,394 22,312,663
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2019年10月１日
　至　2020年９月30日)

当連結会計年度
(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

売上高 18,177,731 17,857,629

売上原価 11,596,069 11,232,127

売上総利益 6,581,661 6,625,502

販売費及び一般管理費

給料及び賞与 2,021,961 2,078,422

賞与引当金繰入額 268,245 246,650

役員賞与引当金繰入額 20,780 18,640

退職給付費用 61,725 63,606

役員退職慰労引当金繰入額 5,060 5,020

貸倒引当金繰入額 △1,598 △663

賃借料 689,282 707,257

その他 2,017,773 1,970,679

販売費及び一般管理費合計 5,083,230 5,089,613

営業利益 1,498,431 1,535,888

営業外収益

受取利息 2,565 3,723

受取配当金 508 524

受取賃貸料 44,531 52,751

その他 56,352 23,685

営業外収益合計 103,957 80,684

営業外費用

支払利息 112,580 115,553

貸倒引当金繰入額 20,000 74,000

その他 21,734 28,635

営業外費用合計 154,314 218,189

経常利益 1,448,075 1,398,384

特別利益

受取補償金 21,546 －

特別利益合計 21,546 －

税金等調整前当期純利益 1,469,621 1,398,384

法人税、住民税及び事業税 513,692 423,039

法人税等調整額 △8,160 22,300

法人税等合計 505,532 445,340

当期純利益 964,089 953,043

非支配株主に帰属する当期純利益 20,687 19,974

親会社株主に帰属する当期純利益 943,401 933,069

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

（連結損益計算書）
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自　2019年10月１日
　至　2020年９月30日)

当連結会計年度
(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当期純利益 964,089 953,043

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 6,016 5,669

その他の包括利益合計 6,016 5,669

包括利益 970,106 958,713

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 949,418 938,738

非支配株主に係る包括利益 20,687 19,974

（連結包括利益計算書）
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(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,167,551 1,245,984 8,126,843 △619,392 9,920,986

当期変動額

剰余金の配当 △293,621 △293,621

親会社株主に帰属する当期
純利益

943,401 943,401

自己株式の取得 △99,992 △99,992

自己株式の処分 －

自己株式の消却 △322,515 322,515 －

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － △322,515 649,779 222,522 549,787

当期末残高 1,167,551 923,469 8,776,622 △396,869 10,470,773

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

その他の包括利益累
計額合計

当期首残高 4,451 4,451 10,262 120,736 10,056,436

当期変動額

剰余金の配当 △293,621

親会社株主に帰属する当期
純利益

943,401

自己株式の取得 △99,992

自己株式の処分 －

自己株式の消却 －

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

6,016 6,016 5,487 11,504

当期変動額合計 6,016 6,016 － 5,487 561,291

当期末残高 10,467 10,467 10,262 126,223 10,617,728

（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　2019年10月１日　至　2020年９月30日）
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(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,167,551 923,469 8,776,622 △396,869 10,470,773

当期変動額

剰余金の配当 △291,618 △291,618

親会社株主に帰属する当期
純利益

933,069 933,069

自己株式の取得 △36 △36

自己株式の処分 890 9,109 9,999

自己株式の消却 －

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － 890 641,450 9,072 651,413

当期末残高 1,167,551 924,359 9,418,073 △387,797 11,122,187

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

その他の包括利益累
計額合計

当期首残高 10,467 10,467 10,262 126,223 10,617,728

当期変動額

剰余金の配当 △291,618

親会社株主に帰属する当期
純利益

933,069

自己株式の取得 △36

自己株式の処分 9,999

自己株式の消却 －

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

5,669 5,669 2,927 10,774 19,371

当期変動額合計 5,669 5,669 2,927 10,774 670,785

当期末残高 16,137 16,137 13,190 136,998 11,288,513

当連結会計年度（自　2020年10月１日　至　2021年９月30日）
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2019年10月１日
　至　2020年９月30日)

当連結会計年度
(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,469,621 1,398,384

減価償却費 921,282 1,033,731

のれん償却額 － 4,044

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,414 72,254

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,314 △16,140

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,200 △2,140

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,060 5,020

受取利息及び受取配当金 △3,074 △4,247

支払利息 112,580 115,553

貸与資産の取得による支出 △699,538 △760,834

売上債権の増減額（△は増加） 616,920 140,155

たな卸資産の増減額（△は増加） 52,168 △19,582

仕入債務の増減額（△は減少） △173,858 △300,089

受取補償金 △21,546 －

その他 411,432 △312,295

小計 2,722,576 1,353,814

利息及び配当金の受取額 2,696 3,861

利息の支払額 △112,216 △115,852

補償金の受取額 21,546 －

法人税等の支払額 △387,184 △585,316

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,247,418 656,506

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △210,009 △221,299

定期預金の払戻による収入 210,008 221,298

有形固定資産の取得による支出 △213,508 △68,444

無形固定資産の取得による支出 △9,515 △75,853

差入保証金の差入による支出 △43,248 △59,081

短期貸付金の増減額（△は増加） △50,080 △79,920

長期貸付けによる支出 △4,300 △7,500

長期貸付金の回収による収入 5,994 6,386

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出
－ △9,277

その他 794 10,877

投資活動によるキャッシュ・フロー △313,863 △282,813

（４）連結キャッシュ・フロー計算書
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2019年10月１日
　至　2020年９月30日)

当連結会計年度
(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △200,000 －

長期借入れによる収入 1,600,000 1,500,000

長期借入金の返済による支出 △1,265,002 △1,247,447

社債の償還による支出 △314,000 △202,500

リース債務の返済による支出 △84,127 △80,750

割賦債務の返済による支出 △8,361 △7,205

自己株式の処分による収入 － 9,999

自己株式の取得による支出 △99,992 △36

配当金の支払額 △293,621 △291,618

非支配株主への配当金の支払額 △15,200 △9,200

財務活動によるキャッシュ・フロー △680,305 △328,758

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,253,249 44,934

現金及び現金同等物の期首残高 2,172,110 3,425,360

現金及び現金同等物の期末残高 3,425,360 3,470,294
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（５）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。

（表示方法の変更に関する注記）

連結損益計算書

前連結会計年度において、独立掲記していた「営業外収益」の「受取保険金」は「営業外収益」の総額の100

分の10以下となったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反

映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「受取保険金」に表示していた

11,864千円は、「その他」として組み替えております。

前連結会計年度において、独立掲記していた「営業外収益」の「助成金収入」は「営業外収益」の総額の100

分の10以下となったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反

映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「助成金収入」に表示していた

26,308千円は、「その他」として組み替えております。

連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度において、独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「助成金収入」は金額

的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法

の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロ

ー」の「助成金収入」に表示していた△26,308千円は、「その他」として組み替えております。

（セグメント情報）

前連結会計年度（自　2019年10月１日　至　2020年９月30日）及び当連結会計年度（自　2020年10月１日　至　

2021年９月30日）

　当社グループが関連する市場並びに事業形態が同一であることから、報告セグメントが単一セグメントとなり

ますので、報告セグメントごとの売上及び利益等の各情報につきましては、記載を省略しております。
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前連結会計年度
（自  2019年10月１日

至  2020年９月30日）

当連結会計年度
（自  2020年10月１日

至  2021年９月30日）

１株当たり純資産額 251.59円 267.19円

１株当たり当期純利益 22.57円 22.39円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 22.54円 22.36円

前連結会計年度
（自　2019年10月１日

至　2020年９月30日）

当連結会計年度
（自　2020年10月１日

至　2021年９月30日）

１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 943,401 933,069

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 943,401 933,069

期中平均株式数（千株） 41,805 41,676

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（千株） 40 48

（うち新株予約権）（千株） (40) (48)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要
－ －

（１株当たり情報）

　（注）　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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