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(百万円未満切捨て)

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 31,116 △25.7 5,044 △38.5 5,150 △37.0 2,948 △46.2

2020年３月期第３四半期 41,904 20.4 8,198 △9.9 8,176 △11.8 5,483 △15.5
(注)包括利益 2021年３月期第３四半期 2,828百万円( △45.7％) 2020年３月期第３四半期 5,212百万円(△19.4％)
　

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３月期第３四半期 65.83 65.65

2020年３月期第３四半期 120.17 119.81
　　

（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 45,282 36,456 78.8

2020年３月期 51,896 38,648 72.8
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 35,700百万円 2020年３月期 37,783百万円
　　　

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 － 74.80 74.80

2021年３月期 － 0.00 －

2021年３月期(予想) 39.70 39.70
(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 41,543 △26.9 6,129 △44.3 6,261 △43.4 3,741 △47.5 83.55
(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

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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 ： 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３Ｑ 49,716,000株 2020年３月期 49,716,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 4,935,049株 2020年３月期 4,451,919株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 44,793,205株 2020年３月期３Ｑ 45,627,477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
（将来に関する記述等についてのご注意）
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。
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　 https://corp.en-japan.com/IR/
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１．四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 28,081 23,859

受取手形及び売掛金 5,736 3,692

有価証券 2,047 2,031

その他 1,372 1,388

貸倒引当金 △171 △137

流動資産合計 37,065 30,833

固定資産

有形固定資産 1,021 669

無形固定資産

のれん 3,795 3,121

その他 3,917 4,213

無形固定資産合計 7,712 7,334

投資その他の資産

投資有価証券 2,957 3,242

関係会社株式 46 37

その他 3,338 3,468

貸倒引当金 △246 △302

投資その他の資産合計 6,096 6,444

固定資産合計 14,830 14,448

資産合計 51,896 45,282

負債の部

流動負債

買掛金 475 441

未払法人税等 1,883 301

賞与引当金 1,192 671

役員賞与引当金 2 10

前受金 2,620 2,513

その他 5,587 3,317

流動負債合計 11,762 7,255

固定負債

株式給付引当金 388 427

資産除去債務 268 202

その他 828 940

固定負債合計 1,485 1,570

負債合計 13,247 8,826
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(単位：百万円)

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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,194 1,194

資本剰余金 1,133 930

利益剰余金 39,588 38,851

自己株式 △4,253 △5,243

株主資本合計 37,663 35,733

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △7 37

為替換算調整勘定 126 △70

その他の包括利益累計額合計 119 △33

新株予約権 154 155

非支配株主持分 710 600

純資産合計 38,648 36,456

負債純資産合計 51,896 45,282
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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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
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 41,904 31,116

売上原価 7,780 6,402

売上総利益 34,123 24,714

販売費及び一般管理費 25,924 19,669

営業利益 8,198 5,044

営業外収益

受取利息 46 73

受取配当金 10 10

雇用調整助成金 － 50

その他 28 47

営業外収益合計 84 181

営業外費用

支払利息 17 0

投資事業組合運用損 20 16

為替差損 12 38

貸倒引当金繰入額 40 7

その他 16 11

営業外費用合計 106 75

経常利益 8,176 5,150

特別利益

固定資産売却益 23 1

関係会社株式売却益 － 19

特別利益合計 23 21

特別損失

減損損失 － 459

固定資産除却損 0 40

投資有価証券評価損 56 204

関係会社株式評価損 9 10

関係会社株式売却損 － 15

特別損失合計 66 730

税金等調整前四半期純利益 8,133 4,441

法人税、住民税及び事業税 2,525 1,457

法人税等合計 2,525 1,457

四半期純利益 5,608 2,984

非支配株主に帰属する四半期純利益 125 35

親会社株主に帰属する四半期純利益 5,483 2,948

　



エン・ジャパン株式会社(4849) 2021年３月期 第３四半期決算短信

5

四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
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)

四半期純利益 5,608 2,984

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △142 45

為替換算調整勘定 △252 △201

その他の包括利益合計 △395 △156

四半期包括利益 5,212 2,828

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 5,106 2,796

非支配株主に係る四半期包括利益 106 32
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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）

当社は、2020年３月25日付の取締役会決議に代わる書面決議において、会社法第165条第３項の規定により読

み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議し、普通株式496,200株

を取得いたしました。この結果、当第３四半期連結会計期間末において、自己株式が1,000百万円増加しており

ます。

（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３四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。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実

効税率を使用する方法によっております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 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)

当社グループは、単一セグメントであるため、記載を省略しております。

Ⅱ 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)

当社グループは、単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（追加情報）

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)

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについ

て）に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありませ

ん。

　


