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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020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３月期第２四半期 11,422 △16.7 697 △17.3 766 △21.0 509 △34.9

2020年３月期第２四半期 13,708 △7.1 843 31.8 970 37.7 782 47.9
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 594百万円( △8.5％) 2020年３月期第２四半期 648百万円( 29.9％)
　

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３月期第２四半期 43.82 －

2020年３月期第２四半期 67.46 －
　　

（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３月期第２四半期 29,400 17,079 58.1

2020年３月期 30,420 16,713 54.9
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 17,079百万円 2020年３月期 16,713百万円
　　　

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３月期 － 19.00 － 19.00 38.00

2021年３月期 － 19.00

2021年３月期(予想) － 19.00 38.00

(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３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３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 25,500 △12.9 1,650 △16.4 1,830 △18.1 1,300 △23.4 111.81
(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 ： 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
　　

（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３月期２Ｑ 12,910,000株 2020年３月期 12,910,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 1,283,137株 2020年３月期 1,283,137株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 11,626,863株 2020年３月期２Ｑ 11,603,153株
　

(注) 役員向け株式交付信託が保有する当社株式が、期末自己株式数及び期中平均株式数の計算において控除する自己株
式に含まれております。

　

※ 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
ての注意事項については、添付資料の３ページ「(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２四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影響により厳しい状況にあり、

持ち直しに向かうことが期待されるものの、新規感染者数の再拡大や経済の停滞懸念等から、依然として先行きは

不透明な状況が続いております。

このような経済環境のもとで当社グループは、2020年３月期から2022年３月期までの３か年の新中期経営計画

「Value Up Rasa 2021～企業価値の創造～」を掲げ、築き上げてきた経営基盤を更に強化し、社会インフラを支え

る付加価値創出企業として持続的な成長を目指してきました。

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、主に資源・金属素材関連及び化成品関連が減収となったこと

を受けて114億22百万円となり、前年同四半期と比べ22億86百万円(△16.7％)の減収となりました。

利益につきましては、売上の減収を受けて、営業利益は６億97百万円となり、前年同四半期と比べ１億46百万円

(△17.3％)の減益となりました。また、経常利益は７億66百万円となり、前年同四半期と比べ２億４百万円(△

21.0％)の減益となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は５億９百万円となりましたが、前期計上の投

資有価証券売却益との差異もあり、前年同四半期と比べ２億73百万円(△34.9％)の減益となりました。

当第２四半期連結累計期間におけるセグメント別の状況は、次のとおりです。

資源・金属素材関連では、新型コロナウイルスによる景気への長期的な影響が懸念され、国内外の取引先とも慎

重な取引状況にあり、各主原料の販売は大幅に落ち込む結果となりました。関連部門の売上高は22億67百万円とな

り、前年同四半期と比べ15億17百万円(△40.1％)の減収となりました。また、売上減少と販売価格の低下が影響

し、セグメント損失は６百万円(前年同四半期は１億26百万円の利益)となりました。

産機・建機関連では、新型コロナウイルスの影響により民間設備投資の落ち込みがあったものの、前期受注の海

外向けシールド販売等の売上増に支えられ、関連部門の売上高は37億49百万円となり、前年同四半期と比べ１億11

百万円(3.1％)の増収となりました。また、売上増収からセグメント利益は１億88百万円となり、前年同四半期と

比べ５百万円(2.9％)の増益となりました。

環境設備関連では、新型コロナウイルスの影響で計画していた整備及び整備に伴う部品の販売が低調に推移した

ことから、関連部門の売上高は８億67百万円となり、前年同四半期と比べ１億19百万円(△12.1％)の減収となりま

した。また、売上減収からセグメント利益は73百万円となり、前年同四半期と比べ３百万円(△4.3％)の減益とな

りました。

プラント・設備工事関連では、計画工事の完工前倒しなどもあり、関連部門の売上高は22億61百万円となり、前

年同四半期と比べ25百万円(1.1％)の増収となりました。また、売上増収からセグメント利益は３億23百万円とな

り、前年同四半期と比べ22百万円(7.6％)の増益となりました。

化成品関連では、コロナ禍の影響で自動車分野をはじめ電線、建材、潤滑剤の各分野でも需要が大きく落ち込ん

だことから、関連部門の売上高は21億65百万円となり、前年同四半期と比べ７億98百万円(△26.9％)の減収となり

ました。また、売上減収からセグメント利益は24百万円となり、前年同四半期と比べ36百万円(△60.3％)の減益と

なりました。

不動産賃貸関連では、新型コロナウイルス感染拡大による一部テナントからの賃料減額要請などの影響があった

ものの、保有不動産の有効活用による安定的な賃料収入により、関連部門の売上高は１億78百万円となり、前年同

四半期と比べ１百万円(1.0％)の増収となりました。しかし、租税公課の増加などにより販管費が増加したことか

ら、セグメント利益は94百万円となり、前年同四半期と比べ０百万円(△0.8％)の減益となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の総資産は294億円となり、前連結会計年度末に比べ10億20百万円の減少となりま

した。

(流動資産)

流動資産は170億40百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億58百万円の減少となりました。

これは主に、未成工事支出金で10億76百万円の増加があった一方で、受取手形及び売掛金で17億23百万円、電子

記録債権で２億19百万円、完成工事未収入金で２億17百万円、商品及び製品で３億45百万円の減少があったことに

よるものです。
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(固定資産)

固定資産は123億59百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億38百万円の増加となりました。

これは主に、投資有価証券で１億34百万円、保険積立金で１億46百万円の増加があったことによるものです。

(流動負債)

流動負債は81億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億61百万円の減少となりました。

これは主に、支払手形及び買掛金で13億24百万円の減少があったことによるものです。

(固定負債)

固定負債は41億62百万円となり、前連結会計年度末に比べ25百万円の減少となりました。

これは主に、長期借入金で27百万円の減少があったことによるものです。

(純資産)

純資産は170億79百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億66百万円の増加となりました。

これは主に、剰余金の配当で２億27百万円の減少があった一方で、親会社株主に帰属する四半期純利益５億９百

万円、その他有価証券評価差額金で80百万円を計上したこと等により増加したものであります。

　

キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は43億76百万円となり、

前連結会計年度末に比べ96百万円の増加となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果獲得した資金は２億85百万円(前年同四半期は22億98百万円の収入)となりました。

これは主に、仕入債務の減少額13億83百万円、たな卸資産の増加額７億31百万円、法人税等の支払額４億34百万

円等による資金の減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益７億65百万円、売上債権の減少額21億60百万円

等により資金が増加したものです。

(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２億56百万円(前年同四半期は３億69百万円の収入)となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出85百万円、保険積立金の積立による支出１億75百万円等によるもの

です。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果獲得した資金は66百万円(前年同四半期は17億14百万円の支出)となりました。

これは主に、短期借入金の増加額(純額)４億円、配当金の支払額２億27百万円等によるものです。

（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、最近の業績動向を踏まえ、2020年９月18日付の「業績予想および配当予想に関す

るお知らせ」を公表しております。
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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：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,280 4,376

受取手形及び売掛金 6,833 5,109

電子記録債権 1,704 1,485

完成工事未収入金 762 545

商品及び製品 2,498 2,153

未成工事支出金 2,091 3,168

原材料及び貯蔵品 7 8

その他 129 195

貸倒引当金 △8 △0

流動資産合計 18,299 17,040

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,453 4,465

減価償却累計額 △2,543 △2,594

建物及び構築物（純額） 1,910 1,871

機械装置及び運搬具 443 455

減価償却累計額 △388 △398

機械装置及び運搬具（純額） 55 56

土地 6,006 6,000

その他 1,653 1,706

減価償却累計額 △1,567 △1,586

その他（純額） 85 120

有形固定資産合計 8,058 8,048

無形固定資産

ソフトウエア 23 236

ソフトウエア仮勘定 203 －

その他 0 0

無形固定資産合計 226 236

投資その他の資産

投資有価証券 2,831 2,965

繰延税金資産 143 105

保険積立金 686 833

その他 181 176

貸倒引当金 △7 △7

投資その他の資産合計 3,835 4,074

固定資産合計 12,120 12,359

資産合計 30,420 29,400
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,787 2,462

電子記録債務 783 771

工事未払金 483 436

短期借入金 1,130 1,530

1年内返済予定の長期借入金 598 524

未払法人税等 467 282

未成工事受入金 1,157 1,468

賞与引当金 328 283

その他 783 397

流動負債合計 9,519 8,158

固定負債

長期借入金 3,534 3,507

繰延税金負債 305 305

退職給付に係る負債 60 48

役員株式給付引当金 55 75

その他 230 225

固定負債合計 4,187 4,162

負債合計 13,707 12,320

純資産の部

株主資本

資本金 2,076 2,076

資本剰余金 2,373 2,373

利益剰余金 13,219 13,501

自己株式 △1,012 △1,012

株主資本合計 16,657 16,939

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 56 136

繰延ヘッジ損益 △0 3

その他の包括利益累計額合計 55 140

純資産合計 16,713 17,079

負債純資産合計 30,420 29,400
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 13,708 11,422

売上原価 10,867 8,782

売上総利益 2,840 2,639

販売費及び一般管理費 1,996 1,941

営業利益 843 697

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 26 16

受取家賃 20 23

保険解約益 33 8

持分法による投資利益 65 27

その他 17 12

営業外収益合計 164 89

営業外費用

支払利息 17 14

保険解約損 17 2

その他 1 3

営業外費用合計 37 20

経常利益 970 766

特別利益

投資有価証券売却益 180 －

特別利益合計 180 －

特別損失

固定資産売却損 － 1

固定資産除却損 0 －

投資有価証券売却損 9 －

会員権売却損 0 －

特別損失合計 10 1

税金等調整前四半期純利益 1,140 765

法人税等 358 255

四半期純利益 782 509

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純利益 782 509
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 782 509

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △130 80

繰延ヘッジ損益 △3 4

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 0

その他の包括利益合計 △133 84

四半期包括利益 648 594

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 648 594

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,140 765

減価償却費 90 115

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △12 △12

賞与引当金の増減額（△は減少） △30 △44

受取利息及び受取配当金 △26 △15

支払利息及び社債利息 17 12

持分法による投資損益（△は益） △65 △27

固定資産除売却損益（△は益） 0 1

投資有価証券売却損益（△は益） △170 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,571 2,160

たな卸資産の増減額（△は増加） △261 △731

未収入金の増減額（△は増加） 61 △25

未収消費税等の増減額（△は増加） 170 △18

仕入債務の増減額（△は減少） △1,337 △1,383

未払金の増減額（△は減少） △10 △197

未払消費税等の増減額（△は減少） 17 △173

前受金の増減額（△は減少） △28 △73

未成工事受入金の増減額（△は減少） 669 311

その他 △59 42

小計 2,736 706

利息及び配当金の受取額 37 26

利息の支払額 △17 △12

法人税等の支払額 △457 △434

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,298 285

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △18 △85

有形固定資産の売却による収入 － 5

無形固定資産の取得による支出 △1 △36

投資有価証券の売却による収入 320 －

保険積立金の積立による支出 △160 △175

保険積立金の払戻による収入 230 36

その他 0 0

投資活動によるキャッシュ・フロー 369 △256

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） △1,029 400

長期借入れによる収入 347 200

長期借入金の返済による支出 △826 △301

自己株式の処分による収入 8 －

配当金の支払額 △208 △227

その他 △5 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,714 66

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 954 96

現金及び現金同等物の期首残高 3,315 4,280

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,269 4,376
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（４）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２四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。

　

（セグメント情報等）

前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30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：百万円)

報告セグメント

合計
資源・金属
素材関連

産機・建機
関連

環境設備
関連

プラント
・設備
工事関連

化成品
関連

不動産
賃貸関連

売上高

外部顧客への売上高 3,784 3,637 987 2,219 2,963 116 13,708

セグメント間の
内部売上高又は振替高

－ 0 － 16 － 60 77

計 3,784 3,637 987 2,235 2,963 176 13,786

セグメント利益 126 183 77 300 60 95 843

　

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連結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：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 843

その他 0

四半期連結損益計算書の営業利益 843

　

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。



ラサ商事株式会社(3023) 2021年３月期 第２四半期決算短信

10

当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30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：百万円)

報告セグメント

合計
資源・金属
素材関連

産機・建機
関連

環境設備
関連

プラント
・設備
工事関連

化成品
関連

不動産
賃貸関連

売上高

外部顧客への売上高 2,267 3,749 867 2,255 2,165 117 11,422

セグメント間の
内部売上高又は振替高

－ － － 5 － 60 66

計 2,267 3,749 867 2,261 2,165 178 11,488

セグメント利益 △6 188 73 323 24 94 697

　

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連結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：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 697

その他 0

四半期連結損益計算書の営業利益 697

　

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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３．参考情報

個別業績の概要

(百万円未満切捨て)

2021年３月期第２四半期の個別業績(2020年４月１日～2020年９月30日)

(１) 個別経営成績(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３月期第２四半期 6,884 △18.1 255 △34.0 313 △32.2 210 △51.4
2020年３月期第２四半期 8,409 △9.1 387 9.3 462 16.4 432 62.5

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３月期第２四半期 17.95 －

2020年３月期第２四半期 36.99 －

(２) 個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 17,798 13,292 74.7

2020年３月期 19,278 13,231 68.6

(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 13,292百万円 2020年３月期 13,231百万円


