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1. 2021年3月期第3四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年12月31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3四半期 4,372 △27.0 △231 ― △189 ― △151 ―

2020年3月期第3四半期 5,985 △1.8 △48 ― △38 ― △50 ―

（注）包括利益 2021年3月期第3四半期 △134百万円 （―％） 2020年3月期第3四半期 △53百万円 （―％）

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3四半期 △40.07 ―

2020年3月期第3四半期 △13.37 ―

(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3四半期 4,167 1,722 41.3

2020年3月期 4,206 1,875 44.6

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 1,722百万円 2020年3月期 1,875百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00

2021年3月期 ― 0.00 ―

2021年3月期（予想） ― ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

2021年3月期の配当予想は、現段階では業績予想を精査中のため未定といたします。

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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

通期 ― ― ― ― ― ―

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

連結通期業績予想につきましては、現段階で合理的な業績予想の算定を行うことが困難なことから未定とし、記載しておりません。

今後、合理的な予測が可能となった時点で速やかにお知らせいたします。



※ 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

新規 ― 社 （社名） ― 、 除外 ― 社 （社名） ―

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(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3Q 6,078,000 株 2020年3月期 6,078,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 2,300,328 株 2020年3月期 2,300,328 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 3,777,672 株 2020年3月期3Q 3,777,672 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、
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。
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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我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響によって依

然として厳しい状況となりました。また、先行きにつきましても、感染者数が再び増加傾向に転じ

ており、極めて不透明な状況が続いております。

当社グループ商勢圏におきましても、新型コロナウイルス感染症拡大の影響は大きく、不要不急

の外出自粛や３密回避に伴い経済活動が大幅に制限され、各企業とも厳しい経営環境となりまし

た。

このような状況のもと、当社グループにおきましては、引き続き職場内感染防止行動の徹底を図

るとともに、お客様に対して出来る限りの情報提供や提案を行うと同時に、新しいビジネスの創造

や新しい生活様式等を見据えた企画提案に取り組んでまいりました。

当第３四半期（10～12月）におきましては、政府のGo To キャンペーン政策に関連したプロモー

ション活動の受注が第２四半期（７～９月）に引き続きありましたが、昨年11月ごろから再び新型

コロナウイルス感染症が拡大し、各企業とも感染拡大防止策の実施を余儀なくされ、広告需要の増

加を期待する年末年始商戦におきまして広告受注量が例年よりも減少いたしました。その結果、当

第３四半期連結累計期間の業績は、売上高4,372百万円（前年同期比73.0％）、営業利益は231百万

円の損失（前年同期は48百万円の営業損失）、経常利益は189百万円の損失（前年同期は38百万円

の経常損失）となりました。また、繰延税金資産の計上により法人税等調整額への影響額が56百万

円生じた結果、親会社株主に帰属する四半期純利益は151百万円の損失（前年同期は50百万円の親

会社株主に帰属する四半期純損失）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における総資産は4,167百万円となり、前連結会計年度末に比べ39

百万円の減少となりました。

資産の部では、受取手形及び売掛金の減少を主な要因として、流動資産は前連結会計年度末に比

べ84百万円減少し、1,976百万円となりました。また、時価の回復による投資有価証券の増加と繰

延税金資産の増加を主な要因として、固定資産は前連結会計年度末に比べ44百万円増加し、2,190

百万円となりました。

負債の部では、支払手形及び買掛金の減少と短期借入金の増加を主な要因として、流動負債は前

連結会計年度末に比べ85百万円増加し、1,599百万円となりました。また、新型コロナウイルス感

染症対応資金の借り入れによる長期借入金の増加を主な要因として、固定負債は前連結会計年度末

に比べ29百万円増加し、845百万円となりました。

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ153百万円減少し、1,722百万円となりました。これは主

に親会社株主に帰属する四半期純損失の計上と期末配当金の支払いによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の連結業績予想値につきましては、５月13日付『2020年3月期決算短信』発表時点

におきまして、新型コロナウイルス感染症への対応から集客イベントの中止や延期のほか、広告出

稿の自粛による影響が発生していることから、感染拡大の収束が見通せず長期化する可能性もある

ため「未定」といたしました。

当社グループの業績につきましては、各企業の事業年度末のプロモーション活動や官公庁受託案

件などの約定に基づく収益計上が連結会計年度末に集中するため、従来から年後半のウェイトが高

くなっております。当連結会計年度におきましては、政府のGo To キャンペーン政策に関連した広

告活動の受注などが一部見込まれるものの、昨年11月ごろから再び新型コロナウイルス感染症が拡

大したこともあって、各企業の広告活動の積極的な再開について不確定な状況が続いており、現時

点におきましては、年度末における新型コロナウイルス感染拡大の影響額の正確な把握が困難であ

ることから、2021年3月期の業績予想につきましては引き続き「未定」としております。なお、次

年度の配当金につきましても、業績予想の「未定」を受け、現段階では「未定」とし、業績予想が

可能となった段階で配当予想を速やかに公表いたします。



セーラー広告株式会社(2156) 2021年３月期 第３四半期決算短信

― 3 ―

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：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 906,301 942,616

受取手形及び売掛金 1,051,294 860,032

商品及び製品 7,478 10,696

仕掛品 42,847 128,829

原材料及び貯蔵品 2,560 2,101

未収還付法人税等 15,895 4,119

その他 36,391 29,665

貸倒引当金 △1,874 △1,323

流動資産合計 2,060,895 1,976,738

固定資産

有形固定資産

土地 746,598 746,598

その他（純額） 342,428 324,026

有形固定資産合計 1,089,026 1,070,625

無形固定資産

のれん 6,000 4,200

その他 24,954 21,898

無形固定資産合計 30,954 26,098

投資その他の資産

投資不動産（純額） 679,962 673,423

その他 356,316 425,453

貸倒引当金 △10,220 △5,057

投資その他の資産合計 1,026,057 1,093,819

固定資産合計 2,146,039 2,190,543

資産合計 4,206,935 4,167,281
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,078,702 924,723

短期借入金 101,000 370,000

1年内返済予定の長期借入金 65,280 64,880

未払法人税等 16,434 5,018

賞与引当金 60,940 39,212

返品調整等引当金 2,106 2,237

その他 190,222 193,696

流動負債合計 1,514,685 1,599,767

固定負債

社債 150,000 150,000

長期借入金 397,590 429,030

退職給付に係る負債 178,839 177,799

役員退職慰労引当金 5,087 5,650

その他 84,860 83,025

固定負債合計 816,378 845,504

負債合計 2,331,063 2,445,272

純資産の部

株主資本

資本金 294,868 294,868

資本剰余金 198,600 198,600

利益剰余金 1,700,240 1,529,969

自己株式 △314,972 △314,972

株主資本合計 1,878,738 1,708,467

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △1,762 14,460

退職給付に係る調整累計額 △1,104 △919

その他の包括利益累計額合計 △2,867 13,541

純資産合計 1,875,871 1,722,008

負債純資産合計 4,206,935 4,167,281
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)

売上高 5,985,723 4,372,464

売上原価 4,889,564 3,550,325

売上総利益 1,096,158 822,139

販売費及び一般管理費 1,145,098 1,053,233

営業損失（△） △48,939 △231,094

営業外収益

受取利息 7 8

受取配当金 2,746 3,208

投資不動産賃貸料 34,174 32,969

助成金収入 - 29,220

その他 2,317 2,956

営業外収益合計 39,246 68,363

営業外費用

支払利息 5,380 4,073

不動産賃貸費用 20,490 21,724

その他 2,892 964

営業外費用合計 28,763 26,762

経常損失（△） △38,456 △189,492

特別利益

投資有価証券売却益 1,000 -

特別利益合計 1,000 -

特別損失

減損損失 3,222 1,690

固定資産除却損 10,400 767

特別損失合計 13,623 2,458

税金等調整前四半期純損失（△） △51,079 △191,951

法人税、住民税及び事業税 13,989 15,820

法人税等調整額 △14,548 △56,389

法人税等合計 △558 △40,568

四半期純損失（△） △50,521 △151,382

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △50,521 △151,382

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） - -

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,062 16,223

退職給付に係る調整額 54 185

その他の包括利益合計 △3,008 16,408

四半期包括利益 △53,529 △134,973

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △53,529 △134,973

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。


