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(百万円未満切捨て)
１．2020年３月期の連結業績（2019年４月１日～2020年３月31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 ％

2020年３月期 43,890 △3.4 2,528 △11.9 2,929 △11.1 1,894 △15.0
2019年３月期 45,417 2.5 2,870 16.6 3,297 13.9 2,227 16.4

(注) 包括利益 2020年３月期 1,851 百万円 (△6.6％) 2019年３月期 1,983 百万円 (△5.4％)
　

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 ％ ％ ％

2020年３月期 177.01 ― 6.1 8.0 5.8
2019年３月期 201.47 ― 7.3 9.0 6.3

(参考) 持分法投資損益 2020年３月期 ―百万円 2019年３月期 ―百万円
(注) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（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

2020年３月期 36,535 31,093 85.1 2,945.22

2019年３月期 37,044 31,125 84.0 2,814.91

(参考) 自己資本 2020年３月期 31,093百万円 2019年３月期 31,125百万円
　

（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

2020年３月期 3,177 △1,152 △1,886 7,643

2019年３月期 2,036 △224 △664 7,505

　

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 ％ ％

2019年３月期 ― 30.00 ― 40.00 70.00 774 34.7 2.5

2020年３月期 ― 40.00 ― 40.00 80.00 867 45.2 2.7

2021年３月期(予想) ― ― ― ― ― ―

　

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）

　2021年３月期の業績予想につきましては、現時点での新型コロナウイルス感染症（COVID-19）による影響が当社の業

績に与える大きな影響は見られておりませんが、当該感染症による肺炎感染の急速かつ世界規模での拡大による影響範

囲が不明であることから、適正かつ合理的な業績予想の算出が困難なため、未定としております。

　2021年３月期の業績予想につきましては、合理的に予測可能となった時点で公表させていただきます。

　なお、詳細につきましては、添付資料P.４「１.経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。
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※ 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、除外 ―社

　

（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) 　2020年３月期 11,399,237 株 2019年３月期 11,399,237 株

② 期末自己株式数 　2020年３月期 842,077 株 2019年３月期 341,828 株

③ 期中平均株式数 　2020年３月期 10,703,788 株 2019年３月期 11,057,434 株

　

(参考) 個別業績の概要

１．2020年３月期の個別業績（2019年４月１日～2020年３月31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 ％

2020年３月期 37,711 △3.6 2,088 △14.1 2,425 △12.9 1,564 △16.2
2019年３月期 39,110 2.9 2,432 13.9 2,785 11.5 1,866 13.3

　

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
円 銭 円 銭

2020年３月期 146.17 ―

2019年３月期 168.83 ―

　

（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

2020年３月期 33,901 29,316 86.5 2,776.93

2019年３月期 34,711 29,697 85.6 2,685.73

(参考) 自己資本 2020年３月期 29,316百万円 2019年３月期 29,697百万円

　

２．2021年３月期の個別業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）

　2021年３月期の業績予想につきましては、現時点での新型コロナウイルス感染症（COVID-19）による影響が当社の業

績に与える大きな影響は見られておりませんが、当該感染症による肺炎感染の急速かつ世界規模での拡大による影響範

囲が不明であることから、適正かつ合理的な業績予想の算出が困難なため、未定としております。

　2021年３月期の業績予想につきましては、合理的に予測可能となった時点で公表させていただきます。

　なお、詳細につきましては、添付資料P.４「１.経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。

※ 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

　この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続きが実施中です。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

　 ①経営成績の状況

当連結会計年度におけるわが国の経済は、後退局面にまでは至っていないものの、引き続き各種指標に強弱入り混じ

る停滞感が強い状況でありました。第３四半期までは、良好な雇用・所得環境が内需、国内個人消費を下支えしており、

国内の人手不足、資源高・原材料高や消費税率の引き上げに加え、米中の貿易摩擦の激化、イランを始めとする中東情

勢の緊迫化等海外の政治・経済動向の不確実性による外需の弱さによる企業業績の伸び悩みをカバーしていました。一

方、設備投資に関しては、潤沢なキャッシュ・フローを背景に、能力増強投資、省力化投資や研究開発投資等設備投資

が引き続き活発でした。

しかし、２月以降の新型コロナウィルスの国内海外を問わない感染拡大により、経済環境は一変し、株式金融市場はリ

ーマンショックに比肩する混乱が発生し、製造業、非製造業によらず企業の現状及び先行きの景況観は大きく悪化しま

した。

　このような状況のもと当社グループは、創業100周年(2021年)に向けた第二次中期経営計画『Sincerity to 100』の基

本的な考え方である「対面営業、課題解決型の提案営業の充実・拡大を図ると同時に顧客の業務効率化ニーズにも対応

できるインフラを整備・活用する。」に基づき、新規出店及び新規顧客獲得、顧客深耕、新規商品投入及び重点取扱商

品拡大等の重点施策を着実に推進し、企業価値の一層の向上に取り組んでまいりました。その結果、当連結会計年度は、

売上高438億90百万円（前年同期比3.4％減）、経常利益29億29百万円（前年同期比11.1％減）、親会社株主に帰属する

当期純利益18億94百万円（前年同期比15.0％減）となりました。

　 ②セグメントの業績を示すと次のとおりであります。

（東部）

東部では、自動車関連製造業が米中貿易摩擦等海外経済動向の不透明さを受け振るわない中、新規得意先の開

拓、食品・窯業等営業対象業種の多角化に努めました。設備投資に関しても、更新・省力化等最低限のものに限ら

れており、低調に推移いたしました。

　この結果、当セグメントの売上高は105億33百万円（前年同期比2.1％増）、セグメント利益は５億69百万円（前

年同期比10.0％減）となりました。

（中部）

中部では、主要な得意先業種である自動車関連及び鉄鋼、工作機械関連製造業の生産量が減少している中、半導

体電機電子部品関連産業の一部に明るい兆しが見えつつありましたが、年明け以降の新型コロナウイルスの感染拡

大を受け、自動車関連を中心に工場の休止・一部閉鎖の動きもあり低調な結果に終わりました。設備投資に関して

も景気の先行き不透明感を受け、延期・凍結の動きが多く見られました。

　この結果、当セグメントの売上高は121億64百万円（前年同期比7.8％減）、セグメント利益は６億73百万円（前

年同期比20.9％減）とりました。

（西部）

西部では、半導体向け等国内製造業の更新設備投資、省力化投資への動きが一部ではあったものの、米中貿易摩

擦、消費税率引き上げ等国内外の経済環境の不透明感を背景に、受注、生産量の落ち込みが続いていたところに、

年明け以降の新型コロナウイルスの感染拡大が加わり総じて低調な結果に終わりました。

　この結果、当セグメントの売上高は201億42百万円（前年同期比3.4％減）、セグメント利益は12億10百万円（前

年同期比7.9％減）となりました。

（海外）

海外では、昨年来の米中間の貿易摩擦の影響で主力の東南アジア地域の景況感が鈍化する中で、昨年末に発生し

た新型コロナウイルスの感染の影響による各国の行動制限により、さらに悪化する厳しい状況が続きましたが、対

米ドルの為替相場が比較的安定していたことなどもあり、輸出全体としては対前年同水準で推移いたしました。

この結果、当セグメントの売上高は10億50百万円（前年同期比0.1％減）、セグメント利益は75百万円（前年同

期比2.0％増）となりました。

(注) 上記の金額は消費税等を含んでおりません。
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（２）当期の財政状態の概況

当連結会計年度末における総資産は365億35百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億８百万円減少しておりま

す。主な内訳は、受取手形および売掛金が８億12百万円、電子記録債権が１億51百万円、建物が１億75百万円減少

する一方、現金及び預金が１億38百万円、工具器具備品が１億10百万円、のれんが５億28百万円増加したためであ

ります。

　当連結会計年度末における負債は54億42百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億76百万円減少しておりま

す。主な内訳は、未払法人税等が２億27百万円、繰延税金負債が１億37百万円減少したためであります。

当連結会計年度末における純資産は310億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ32百万円減少しております。

主な内訳は、利益剰余金が10億27百万円増加した一方、自己株式が10億17百万円増加したためであります。この結

果、自己資本比率は85.1％となりました。

（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「資産」という。）は、76億43百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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）

　営業活動より得られた資金は31億77百万円（前年同期は20億36百万円の収入）となりました。これは主に、税金

等調整前当期純利益28億80百万円、減価償却費３億68百万円、売上債権の減少９億64百万円の収入に対して法人税

等の支払額11億67百万円の支出によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動に使用した資金は11億52百万円（前年同期は２億24百万円の支出）となりました。これは主に、有形固

定資産の取得３億20百万円、のれんの取得８億29百万円の支出に対して、有形固定資産の売却による収入43百万円

によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動に使用した資金は18億86百万円（前年同期は６億64百万円の支出）となりました。これは自己株式の取

得10億17百万円、配当金の支払８億69百万円の支出によるものであります。

　

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移
　

2016年３月期 2017年３月期 2018年３月期 2019年３月 2020年３月期

自己資本比率 82.7 82.9 83.0 84.0 85.1

時価ベースの自己資本比率 42.8 49.1 59.0 54.8 55.2

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

0.4 0.1 － － －

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

303.1 610.5 833.4 1,582.1 2,238.0

　自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注）１．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式をベースに計算しております。

　 ２．キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業キャッシュ・フローを使用しております。

　 ３．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。利払につきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
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（４）今後の見通し

現在、新型コロナウィルス感染拡大が世界各地で続き、国内外経済に大きく影響を及ぼしており、厳しい状況に

あります。当社グループの主な得意先である自動車、鉄鋼、電子・電機関連の業種も、工場の閉鎖・休業等非常に

厳しい状況に置かれ、当社取り扱い商品の流通量も減少が見込まれます。新型コロナウィルスの感染拡大がどこま

で拡大し、どの時点で収束に向うかは、現状では全く見通せない状態であります。従いまして現時点で業績予想の

合理的な算定が困難であることから業績予想値及び配当予想の公表を見送ることといたします。なお、状況が収束

し業績及び配当予想の開示が可能となった時点で速やかに公表いたします。

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、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準に基づき連結

財務諸表を作成する方針であります。なお、ＩＦＲＳ（国際財務報告基準）の適用につきましては、国内外の諸情勢を

考慮の上、適切に対応していく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,617,464 7,756,118

受取手形及び売掛金 11,871,457 11,059,043

電子記録債権 3,806,867 3,655,426

商品 1,806,801 1,795,478

その他 205,818 135,840

貸倒引当金 △1,856 △1,631

流動資産合計 25,306,553 24,400,275

固定資産

有形固定資産

建物 6,228,807 6,138,435

減価償却累計額 △3,599,737 △3,684,416

建物（純額） 2,629,069 2,454,018

構築物 240,639 233,469

減価償却累計額 △209,647 △208,473

構築物（純額） 30,992 24,995

車両運搬具 348,665 350,866

減価償却累計額 △271,322 △271,558

車両運搬具（純額） 77,343 79,307

工具、器具及び備品 301,588 483,759

減価償却累計額 △241,624 △313,226

工具、器具及び備品（純額） 59,964 170,533

土地 5,340,815 5,380,044

建設仮勘定 128,005 103,780

有形固定資産合計 8,266,189 8,212,679

無形固定資産

電話加入権 38,894 38,894

ソフトウエア 178,784 104,838

のれん ― 528,045

ソフトウエア仮勘定 ― 12,650

無形固定資産合計 217,678 684,428

投資その他の資産

投資有価証券 2,560,339 2,505,643

出資金 14,890 14,890

退職給付に係る資産 320,822 326,291

差入保証金 281,568 243,286

繰延税金資産 ― 74,037

その他 91,518 89,886

貸倒引当金 △15,266 △15,866

投資その他の資産合計 3,253,872 3,238,168

固定資産合計 11,737,740 12,135,276

資産合計 37,044,293 36,535,552
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 3,627,696 3,583,926

未払金 223,532 225,047

未払費用 494,420 479,975

未払法人税等 654,824 427,250

未払消費税等 156,032 62,501

その他 58,340 107,916

流動負債合計 5,214,847 4,886,616

固定負債

長期未払金 270,055 260,685

長期預り保証金 142,292 151,492

繰延税金負債 137,151 ―

退職給付に係る負債 154,287 143,402

その他 ― 192

固定負債合計 703,786 555,772

負債合計 5,918,634 5,442,389

純資産の部

株主資本

資本金 2,597,406 2,597,406

資本剰余金 2,529,295 2,529,295

利益剰余金 25,692,368 26,719,840

自己株式 △384,089 △1,401,204

株主資本合計 30,434,980 30,445,338

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 701,612 641,340

退職給付に係る調整累計額 △10,934 6,484

その他の包括利益累計額合計 690,678 647,824

純資産合計 31,125,659 31,093,163

負債純資産合計 37,044,293 36,535,552
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（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

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

売上高 45,417,113 43,890,514

売上原価 36,916,847 35,555,590

売上総利益 8,500,265 8,334,924

販売費及び一般管理費 5,629,634 5,806,442

営業利益 2,870,631 2,528,481

営業外収益

受取利息 1,196 1,347

受取配当金 51,114 54,218

仕入割引 335,800 314,552

不動産賃貸料 92,166 97,441

その他 31,029 21,344

営業外収益合計 511,306 488,905

営業外費用

支払利息 1,287 1,419

売上割引 79,366 76,277

その他 4,270 10,174

営業外費用合計 84,923 87,871

経常利益 3,297,014 2,929,515

特別利益

固定資産売却益 55,375 2,369

投資有価証券売却益 36,731 ―

特別利益合計 92,107 2,369

特別損失

固定資産除売却損 14,006 26,097

投資有価証券評価損 36,535 1,272

減損損失 33,115 19,868

会員権評価損 ― 4,350

特別損失合計 83,657 51,589

税金等調整前当期純利益 3,305,463 2,880,294

法人税、住民税及び事業税 1,096,461 929,630

法人税等調整額 △18,784 55,958

法人税等合計 1,077,677 985,589

当期純利益 2,227,786 1,894,705

非支配株主に帰属する当期純利益 ― ―

親会社株主に帰属する当期純利益 2,227,786 1,894,705
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当期純利益 2,227,786 1,894,705

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △242,670 △60,272

退職給付に係る調整額 △1,716 17,418

その他の包括利益合計 △244,387 △42,854

包括利益 1,983,399 1,851,850

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,983,399 1,851,850

非支配株主に係る包括利益 ― ―
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

(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 2,597,406 2,529,295 24,128,027 △383,992 28,870,737

当期変動額

剰余金の配当 △663,446 △663,446

親会社株主に帰属す

る当期純利益
2,227,786 2,227,786

自己株式の取得 △97 △97

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― 1,564,340 △97 1,564,243

当期末残高 2,597,406 2,529,295 25,692,368 △384,089 30,434,980

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 944,283 △9,217 935,066 29,805,804

当期変動額

剰余金の配当 △663,446

親会社株主に帰属す

る当期純利益
2,227,786

自己株式の取得 △97

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△242,670 △1,716 △244,387 △244,387

当期変動額合計 △242,670 △1,716 △244,387 1,319,855

当期末残高 701,612 △10,934 690,678 31,125,659
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当連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(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 2,597,406 2,529,295 25,692,368 △384,089 30,434,980

当期変動額

剰余金の配当 △867,232 △867,232

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,894,705 1,894,705

自己株式の取得 △1,017,114 △1,017,114

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― 1,027,472 △1,017,114 10,358

当期末残高 2,597,406 2,529,295 26,719,840 △1,401,204 30,445,338

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 701,612 △10,934 690,678 31,125,659

当期変動額

剰余金の配当 △867,232

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,894,705

自己株式の取得 △1,017,114

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△60,272 17,418 △42,854 △42,854

当期変動額合計 △60,272 17,418 △42,854 △32,496

当期末残高 641,340 6,484 647,824 31,093,163
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31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 3,305,463 2,880,294

減価償却費 332,923 368,264

のれん償却額 ― 48,004

減損損失 33,115 19,868

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 6,950 4,703

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 1,422 4,034

受取利息及び受取配当金 △52,310 △55,565

支払利息 1,287 1,419

投資有価証券評価損益（△は益） 36,535 1,272

有形固定資産除売却損益（△は益） △41,369 23,728

売上債権の増減額（△は増加） △262,671 964,729

たな卸資産の増減額（△は増加） △33,463 11,323

仕入債務の増減額（△は減少） △66,576 △43,770

その他 △168,627 63,650

小計 3,092,679 4,291,957

利息及び配当金の受取額 50,353 55,148

利息の支払額 △1,175 △1,773

法人税等の支払額 △1,105,482 △1,167,509

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,036,374 3,177,823

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 △167,816 △167,820

定期預金の払戻による収入 167,811 167,816

有形固定資産の取得による支出 △278,554 △320,574

有形固定資産の売却による収入 99,729 43,517

無形固定資産の取得による支出 △58,416 △4,718

投資有価証券の取得による支出 △15,127 △27,916

投資有価証券の売却による収入 39,668 ―

のれんの取得による支出 ― △829,803

その他 △11,709 △13,386

投資活動によるキャッシュ・フロー △224,415 △1,152,885

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △97 △1,017,114

配当金の支払額 △664,626 △869,174

財務活動によるキャッシュ・フロー △664,723 △1,886,288

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,147,235 138,649

現金及び現金同等物の期首残高 6,358,012 7,505,248

現金及び現金同等物の期末残高 7,505,248 7,643,897
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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。

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

(会計上の見積りの変更)

該当事項はありません。

(修正再表示)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社グループは、営業所単位で独立採算の営業を展開しており、営業所単位で財務情報が入手可能であり、取締

役会では、経営の判断、業績の評価・検討を営業所単位で行っております。当社グループの取扱商品は測定器具・

機械器具を中心に工場等で使用される機械、工具、工場用品、消耗品等を販売しております。当社グループの営業

方針は、地域密着型の営業であり、新規の営業所開設、拡張、廃止は地域性を重視して判断・検討を行っておりま

す。また、営業戦略も地域性を重視して立案・活動を行っております。従って、個々の営業所を販売地域別に集約

して報告セグメントとしております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と同一であります。

　当社グループは事業セグメントに資産及び負債を配分していないため、記載しておりません。

　また、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

(単位：千円)

報告セグメント
合計

東部 中部 西部 海外

売上高

　(1) 外部顧客への 10,319,514 13,186,365 20,859,764 1,051,469 45,417,113

　 売上高

　(2) セグメント間の

　 内部売上高又は ― ― ― ― ―

　 振替高

計 10,319,514 13,186,365 20,859,764 1,051,469 45,417,113

セグメント利益 632,274 850,322 1,313,663 74,370 2,870,631

その他の項目

　減価償却費 80,996 106,476 140,199 5,250 332,923

減損損失 ― 33,115 ― ― 33,115

(注) セグメント資産については、事業セグメントに資産を配分していないため記載しておりません。ただし、

配分されていない償却資産の減価償却費及び減損損失は、合理的な配賦基準で各事業セグメントへ配賦し

ております。
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当連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：千円)

報告セグメント
合計

東部 中部 西部 海外

売上高

　(1) 外部顧客への 10,533,498 12,164,049 20,142,451 1,050,514 43,890,514

　 売上高

　(2) セグメント間の

　 内部売上高又は ― ― ― ― ―

　 振替高

計 10,533,498 12,164,049 20,142,451 1,050,514 43,890,514

セグメント利益 569,269 673,071 1,210,277 75,863 2,528,481

その他の項目

　減価償却費 95,868 116,748 149,448 6,198 368,264

　のれんの償却費 13,354 15,808 17,881 959 48,004

減損損失 ― 12,017 7,851 ― 19,868

(注) セグメント資産については、事業セグメントに資産を配分していないため記載しておりません。ただし、

配分されていない償却資産の減価償却費及び減損損失は、合理的な配賦基準で各事業セグメントへ配賦し

ております。

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表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）

　 前連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

　 該当事項はありません。

　 当連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

　 該当事項はありません。
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【関連情報】

前連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

測定工具 工作用器具 機械工具 空圧・油圧器具 その他 合計

外部顧客への売上高 10,453,164 3,806,501 15,254,443 9,416,598 6,486,405 45,417,113

　

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

　 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

　

(2) 有形固定資産

　 本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

　

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

　

当連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

測定工具 工作用器具 機械工具 空圧・油圧器具 その他 合計

外部顧客への売上高 9,910,881 3,459,105 14,625,809 8,991,787 6,902,930 43,890,514

　

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

　 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

　

(2) 有形固定資産

　 本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

　

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

　 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

　 該当事項はありません。

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

１株当たり純資産額 2,814.91円 2,945.22円

１株当たり当期純利益金額 201.47円 177.01円

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 2,227,786 1,894,705

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)

2,227,786 1,894,705

普通株式の期中平均株式数(千株) 11,057 10,703

　

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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４．個別財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2019年３月31日)

当事業年度
(2020年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,916,107 6,696,580

受取手形 2,539,451 2,101,608

電子記録債権 3,522,245 3,108,116

売掛金 7,345,522 7,235,007

商品 1,778,357 1,772,718

前払費用 19,404 22,108

その他 169,412 99,383

貸倒引当金 △1,340 △1,244

流動資産合計 22,289,160 21,034,279

固定資産

有形固定資産

建物 2,400,399 2,244,786

構築物 29,849 24,098

車両運搬具 77,343 79,307

工具、器具及び備品 52,784 165,849

土地 4,835,152 4,821,576

建設仮勘定 128,005 83,533

有形固定資産合計 7,523,535 7,419,151

無形固定資産

電話加入権 31,611 31,611

ソフトウエア 140,668 79,679

のれん ― 528,045

ソフトウエア仮勘定 ― 12,650

無形固定資産合計 172,279 651,986

投資その他の資産

投資有価証券 1,699,766 1,631,394

関係会社株式 2,493,927 2,493,927

出資金 11,680 11,680

長期前払費用 33,271 25,356

前払年金費用 306,862 313,770

差入保証金 178,524 177,556

繰延税金資産 ― 136,165

その他 18,178 21,861

貸倒引当金 △15,266 △15,866

投資その他の資産合計 4,726,944 4,795,846

固定資産合計 12,422,759 12,866,983

資産合計 34,711,920 33,901,263
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(単位：千円)

前事業年度
(2019年３月31日)

当事業年度
(2020年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 3,146,521 3,068,800

未払金 172,247 177,379

未払費用 427,420 412,975

未払法人税等 558,500 336,100

未払消費税等 134,475 30,813

前受金 11,566 75,179

預り金 29,204 16,864

前受収益 2,395 2,744

その他 6,507 8,448

流動負債合計 4,488,839 4,129,305

固定負債

長期未払金 153,635 153,635

長期預り保証金 142,292 151,492

繰延税金負債 84,471 ―

退職給付引当金 145,450 150,153

その他 ― 192

固定負債合計 525,849 455,473

負債合計 5,014,688 4,584,778

純資産の部

株主資本

資本金 2,597,406 2,597,406

資本剰余金

資本準備金 2,513,808 2,513,808

その他資本剰余金 15,486 15,486

資本剰余金合計 2,529,295 2,529,295

利益剰余金

利益準備金 260,979 260,979

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 154,103 153,689

別途積立金 20,050,000 20,550,000

繰越利益剰余金 3,877,478 4,075,268

利益剰余金合計 24,342,561 25,039,938

自己株式 △384,089 △1,401,204

株主資本合計 29,085,174 28,765,436

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 612,057 551,048

評価・換算差額等合計 612,057 551,048

純資産合計 29,697,231 29,316,484

負債純資産合計 34,711,920 33,901,263
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当事業年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

売上高 39,110,103 37,711,203

売上原価 32,023,358 30,786,473

売上総利益 7,086,744 6,924,729

販売費及び一般管理費 4,654,616 4,836,175

営業利益 2,432,128 2,088,554

営業外収益

受取利息 1,432 1,330

受取配当金 41,663 43,301

仕入割引 282,838 263,230

不動産賃貸料 92,526 97,801

その他 16,458 16,076

営業外収益合計 434,919 421,740

営業外費用

支払利息 1,440 1,419

売上割引 76,942 73,780

その他 3,497 9,168

営業外費用合計 81,880 84,368

経常利益 2,785,168 2,425,925

特別利益

固定資産売却益 55,375 2,369

投資有価証券売却益 36,731 ―

特別利益合計 92,107 2,369

特別損失

固定資産除売却損 14,006 26,097

投資有価証券評価損 36,535 ―

減損損失 33,115 12,017

会員権評価損 ― 3,490

特別損失合計 83,657 41,605

税引前当期純利益 2,793,617 2,386,688

法人税、住民税及び事業税 941,522 767,572

法人税等調整額 △14,683 54,507

法人税等合計 926,839 822,079

当期純利益 1,866,778 1,564,608
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
　

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計固定資産

圧縮積立金
別途積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高 2,597,406 2,513,808 15,486 2,529,295 260,979 154,543 19,450,000 3,273,706 23,139,229

当期変動額

固定資産圧縮積立金

の取崩
△440 440 ―

別途積立金の積立 600,000 △600,000 ―

剰余金の配当 △663,446 △663,446

当期純利益 1,866,778 1,866,778

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― ― ― ― △440 600,000 603,772 1,203,332

当期末残高 2,597,406 2,513,808 15,486 2,529,295 260,979 154,103 20,050,000 3,877,478 24,342,561

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △383,992 27,881,939 822,641 822,641 28,704,581

当期変動額

固定資産圧縮積立金

の取崩
― ―

別途積立金の積立 ― ―

剰余金の配当 △663,446 △663,446

当期純利益 1,866,778 1,866,778

自己株式の取得 △97 △97 △97

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△210,584 △210,584 △210,584

当期変動額合計 △97 1,203,234 △210,584 △210,584 992,650

当期末残高 △384,089 29,085,174 612,057 612,057 29,697,231
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当事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
　

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計固定資産

圧縮積立金
別途積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高 2,597,406 2,513,808 15,486 2,529,295 260,979 154,103 20,050,000 3,877,478 24,342,561

当期変動額

固定資産圧縮積立金

の取崩
△413 413 ―

別途積立金の積立 500,000 △500,000 ―

剰余金の配当 △867,232 △867,232

当期純利益 1,564,608 1,564,608

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― ― ― ― △413 500,000 197,790 697,376

当期末残高 2,597,406 2,513,808 15,486 2,529,295 260,879 153,689 20,550,000 4,075,268 25,039,938

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △384,089 29,085,174 612,057 612,057 29,697,231

当期変動額

固定資産圧縮積立金

の取崩
― ―

別途積立金の積立 ― ―

剰余金の配当 △867,232 △867,232

当期純利益 1,564,608 1,564,608

自己株式の取得 △1,017,114 △1,017,114 △1,017,114

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△61,008 △61,008 △61,008

当期変動額合計 △1,017,114 △319,738 △61,008 △61,008 △380,746

当期末残高 △1,401,204 28,765,436 551,048 551,048 29,316,484
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５．その他

（１）生産、受注及び販売の状況

　

（２）役員の異動

（2020年６月19日開催予定の定時株主総会後予定）

(1)代表取締役の異動

　該当事項はありません。

(2)その他の役員の異動

　①新任取締役候補

　 該当事項はありません。

　②退任予定取締役

　 該当事項はありません。

　③新任監査役候補

　 該当事項はありません。

　④退任予定監査役

　 該当事項はありません。
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