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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 21,622 0.8 328 18.7 344 23.3 154 8.1

2019年３月期 21,459 3.6 276 123.0 279 91.1 143 347.7
(注) 包括利益 2020年３月期 △62百万円( －％) 2019年３月期 △95百万円( －％)
　

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 12.39 － 1.7 2.0 1.5

2019年３月期 11.46 － 1.5 1.5 1.3
(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
　

　

（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 16,517 9,067 54.3 717.22

2019年３月期 18,253 9,342 50.6 738.51
(参考) 自己資本 2020年３月期 8,971百万円 2019年３月期 9,238百万円
　

　

（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 464 △284 △661 2,916

2019年３月期 688 △71 △358 3,412
　　

　

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 － 7.00 － 9.00 16.00 200 139.6 2.1

2020年３月期 － 8.00 － 9.00 17.00 212 137.2 2.3

2021年３月期(予想) － － － － － －
　

(注）2021年３月期の配当予想に関しましては、現時点では未定とさせていただきます。
配当予想の開示が可能になった段階で速やかに開示させていただきます。

　

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）
2021年３月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を合理的に算定することが困難なこ
とから未定とし、業績予想の開示が可能になった段階で速やかに開示させていただきます。
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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 (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 ： 有

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
　

(注）詳細は添付資料P.12「3.連結財務諸表及び主な注記(5)連結財務諸表に関する注記事項(会計方針の変更）」を
ご覧ください。

　

（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 12,744,054株 2019年３月期 12,744,054株

② 期末自己株式数 2020年３月期 234,895株 2019年３月期 234,895株

③ 期中平均株式数 2020年３月期 12,509,159株 2019年３月期 12,509,160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 20,474 1.2 320 5.4 358 11.4 104 △45.9

2019年３月期 20,228 2.3 304 85.6 321 65.9 193 110.7
　

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 8.34 －

2019年３月期 15.43 －
　

　

（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 16,123 9,260 57.4 740.34

2019年３月期 17,851 9,540 53.4 762.65

(参考) 自己資本 2020年３月期 9,260百万円 2019年３月期 9,540百万円
　　　

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月期の個別業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を合理的に算定することが困難なこ
とから未定とし、業績予想の開示が可能になった段階で速やかに開示させていただきます。

※ 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
（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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当た
っての注意事項等については、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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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、企業収益や雇用状況の改善などを背景に、前半は、景況感は小幅改善

で推移しておりましたが、不安定な海外情勢や人手不足の深刻化や消費税率等引き上げに伴う駆け込み需要の反

動、国内外の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）感染拡大の防止対策により、弱い動きが見られ、国内の景気

の先行きに関しては、依然として先行き不透明な状況が続いております。このような状況の中、当社グループは、

「下地から仕上げまでの総合塗料メーカーをめざす」を経営方針として掲げ、良い伝統を築いていく所存です。

　当連結会計年度においては、耐久性に優れたフッ素樹脂塗料の認知度アップを図るべく「フッ素はキクスイ」、

異常気象対策として省エネ効果が期待できる断熱セラミック塗料「キクスイガイナ」、改修市場における、汎用シ

リコンNo.1品質にグレードアップした主力製品「水系ファインコートシリコン」、石綿含有建築用仕上塗材に対す

る環境配慮型剥離剤「キクスイＳＰリムーバーエコ」など、環境への配慮や社会的な課題解決に向けた取り組みを

意識し、継続して社会の役に立つ製品群の普及・提案活動に努めました。

　工事においても、安全・品質管理および施工体制の更なる強化と整備を行い、シェア拡大に努め、戸建住宅の改

修工事では、顧客の皆さまからフッ素樹脂塗料「デラフロン」シリーズをはじめとした高付加価値製品でのご指名

も、堅調に頂けました。

又、非住宅では、防耐火や石綿含有建築用仕上塗材の除去など、特殊工事としてのご依頼をお請けさせて頂きまし

た。

　しかし製品販売、工事において消費税率等引き上げに伴う駆け込み需要の反動、天候不順、国内外の新型コロナ

ウイルス感染症（COVID-19）感染拡大の防止対策による閉塞感により、受注が伸び悩みました。

その結果、当連結会計年度における業績は、連結売上高は216億22百万円(前期比0.8％増)を計上することになり

ました。

利益面におきましては、連結営業利益は3億28百万円(同18.7％増)、連結経常利益は3億44百万円(同23.3％増)、

親会社株主に帰属する当期純利益は1億54百万円(同8.1％増）となりました。

（２）当期の財政状態の概況

資産、負債及び純資産の状況

(流動資産)

当連結会計年度末の流動資産の残高は、98億19百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億21百万円の減少とな

りました。主な内容は、現金及び預金が4億96百万円、受取手形及び売掛金が8億8百万円減少したことによるもの

であります。

(固定資産)

当連結会計年度末の固定資産の残高は、66億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億4百万円の減少となり

ました。主な内容は、建物及び構築物（純額）が96百万円、機械装置及び運搬具（純額）が85百万円、投資有価証

券が2億18百万円減少したことによるものであります。

(流動負債)

当連結会計年度末の流動負債の残高は、55億56百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億71百万円の減少とな

りました。主な内容は、1年内返済予定の長期借入金が3億28百万円増加し、支払手形及び買掛金が6億79百万円、

短期借入金が1億17百万円、未払費用が1億96百万円、未払法人税等が1億39百万円減少したことによるものであり

ます。

(固定負債)

当連結会計年度末の固定負債の残高は、18億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億89百万円の減少とな

りました。主な内容は、完成工事補償引当金が24百万円、退職給付に係る負債が23百万円増加し、社債が1億97百

万円、長期借入金が3億92百万円、リース債務が38百万円減少したことによるものであります。

(純資産)

当連結会計年度末の純資産の残高は、90億67百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億74百万円の減少となり

ました。主な内容は、その他有価証券評価差額金が1億71百万円、為替換算調整勘定が29百万円減少したことによ

るものであります。
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（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は、前連結会計年度に比べ4億96百万円減少し、29億16百万円とな

りました。なお、当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況と主な内容は以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度末において、営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ2億23百万円収入が

減少し、4億64百万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３億40百万、減価償却費４億８百万円などの収入、法人税等の支払額２億

81百万円の支出など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)

当連結会計年度末において、投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ2億12百万円支出が

増加し、2億84百万円の支出となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出が１億83百万円、無形固定資産の取得による支出が46百万円による

ものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度末において、財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ3億3百万円支出が増

加し、6億61百万円の支出となりました。

これは主に、配当金の支払が２億12百万円、社債の償還による支出が１億97百万円、短期借入金の返済が１億17

百万円など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月期 2020年3月期

自己資本比率（％） 56.4 55.1 51.9 50.6 54.3

時価ベースの自己資本比率
（％）

29.9 34.0 31.1 27.2 27.8

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

△10.5 5.7 6.4 4.9 6.4

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

△10.5 31.1 36.0 48.6 33.4

※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数をベースに計算しております。

2.キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

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。
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（４）今後の見通し

今後のわが国経済の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症の収束時期や感染拡大による消費マイン

ドの低下懸念の影響で厳しい状況が続くと見込まれます。建設需要に於いても工事の中止や遅れが懸念され、景気

の先行きは不透明であります。また営業活動の自粛などで厳しい状況にもあります。

　このような状況の中、当社グループでは持続的な成長に向けた事業基盤強化のため、社員がいきいきと能力を発

揮して、安心して働けるよう、コーポレートガバナンス・コンプライアンスを徹底するとともに、制度の見直し、

働き方改革を推進し、市場のニーズにマッチした石綿含有建築用仕上塗材に対する環境配慮型剥離剤、異常気象対

策として省エネ効果が期待できる断熱セラミック塗料、及び改修ニーズに沿った高耐候性のフッ素塗料、汎用シリ

コン品質No.1塗料などの拡販は継続してまいります。

　工事につきましては、安全・品質・コンプライアンスを中心に強固な施工管理体制の充実化を図ってまいりま

す。

　また全社的コスト削減を継続的に行い、経営の効率化を目指してまいります。

　しかしながら現時点では、2020年４月に発令された緊急事態宣言により経済活動及び営業活動が抑制されており、

工事の延期、停止も続いている状態です。

次期（2021年3月期）の連結業績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が残り、先行き不透

明な状況下にあり、市場の環境悪化を背景とした受注の減少や先送り、原材料・資材の納期遅延の発生による減収

を見込んでおりますが、その影響の期間・金額が現時点では不透明であり、業績の合理的な見積もりが困難である

事から、予測値の公表を見送らせていただきます。

今後、業績予測の合理的な算定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

当社グループの利害関係者の多くは、国内の株主、債権者、取引先等であり、海外からの資金調達の必要性が乏しい

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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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 3,748,066 3,251,485

受取手形及び売掛金 5,748,386 4,939,555

商品及び製品 781,975 785,939

仕掛品 285,772 210,526

原材料及び貯蔵品 372,281 371,074

その他 329,661 283,626

貸倒引当金 △25,208 △22,632

流動資産合計 11,240,936 9,819,576

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,134,293 4,152,111

減価償却累計額 △2,077,441 △2,192,186

建物及び構築物（純額） 2,056,851 1,959,925

機械装置及び運搬具 2,224,743 2,225,072

減価償却累計額 △1,657,043 △1,742,434

機械装置及び運搬具（純額） 567,700 482,638

土地 1,255,537 1,255,537

リース資産 23,519 55,955

減価償却累計額 △1,053 △17,711

リース資産（純額） 22,465 38,244

建設仮勘定 2,700 35,015

その他 485,838 485,431

減価償却累計額 △445,030 △449,613

その他（純額） 40,807 35,818

有形固定資産合計 3,946,062 3,807,179

無形固定資産 342,307 345,309

投資その他の資産

投資有価証券 2,146,310 1,927,701

繰延税金資産 186,430 213,864

長期預金 210,000 210,000

その他 156,566 181,004

貸倒引当金 △1,531 △3,594

投資その他の資産合計 2,697,776 2,528,976

固定資産合計 6,986,147 6,681,465

繰延資産 26,027 16,366

資産合計 18,253,111 16,517,408
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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

支払手形及び買掛金 3,538,775 2,859,469

短期借入金 1,367,774 1,250,000

1年内償還予定の社債 197,200 197,200

1年内返済予定の長期借入金 113,940 442,924

リース債務 50,469 62,368

未払費用 632,012 435,809

未払法人税等 190,901 50,918

賞与引当金 37,367 40,500

完成工事補償引当金 － 4,620

その他 298,926 212,554

流動負債合計 6,427,368 5,556,364

固定負債

社債 923,800 726,600

長期借入金 548,499 155,566

リース債務 174,211 136,098

繰延税金負債 637 1,009

役員退職慰労引当金 86,880 86,880

完成工事補償引当金 79,071 103,711

退職給付に係る負債 495,061 518,750

資産除去債務 11,138 11,138

その他 163,830 153,446

固定負債合計 2,483,132 1,893,200

負債合計 8,910,500 7,449,565

純資産の部

株主資本

資本金 1,972,735 1,972,735

資本剰余金 1,670,795 1,670,795

利益剰余金 5,543,404 5,485,705

自己株式 △118,412 △118,412

株主資本合計 9,068,522 9,010,823

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 372,069 200,840

為替換算調整勘定 △211,909 △240,921

退職給付に係る調整累計額 9,521 1,129

その他の包括利益累計額合計 169,682 △38,950

非支配株主持分 104,405 95,969

純資産合計 9,342,611 9,067,842

負債純資産合計 18,253,111 16,517,408
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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 21,459,956 21,622,260

売上原価 16,446,033 16,691,210

売上総利益 5,013,922 4,931,049

販売費及び一般管理費 4,737,200 4,602,608

営業利益 276,722 328,440

営業外収益

受取利息 3,744 4,399

受取配当金 40,959 34,194

仕入割引 667 726

補助金収入 － 9,084

保険配当金 9,400 7,770

受取保険金 2,659 3,680

その他 15,384 19,292

営業外収益合計 72,815 79,147

営業外費用

支払利息 16,395 13,884

売上割引 10,191 8,554

支払手数料 15,109 17,920

為替差損 11,269 6,438

その他 17,138 16,122

営業外費用合計 70,104 62,919

経常利益 279,434 344,668

特別損失

固定資産除却損 7,697 4,462

投資有価証券売却損 1,918 －

特別損失合計 9,615 4,462

税金等調整前当期純利益 269,818 340,206

法人税、住民税及び事業税 228,368 141,995

法人税等調整額 △94,306 49,529

法人税等合計 134,062 191,525

当期純利益 135,755 148,681

非支配株主に帰属する当期純損失（△） △7,627 △6,275

親会社株主に帰属する当期純利益 143,383 154,956
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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 135,755 148,681

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △156,815 △171,229

為替換算調整勘定 △74,061 △31,172

退職給付に係る調整額 △576 △8,391

その他の包括利益合計 △231,453 △210,793

包括利益 △95,697 △62,112

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △81,145 △53,295

非支配株主に係る包括利益 △14,551 △8,816
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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 1,972,735 1,670,795 5,600,167 △118,411 9,125,286

当期変動額

剰余金の配当 △200,146 △200,146

親会社株主に帰属す

る当期純利益
143,383 143,383

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － △56,762 △0 △56,763

当期末残高 1,972,735 1,670,795 5,543,404 △118,412 9,068,522

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券評

価差額金
為替換算調整勘定

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 528,885 △144,771 10,098 394,211 118,957 9,638,455

当期変動額

剰余金の配当 △200,146

親会社株主に帰属す

る当期純利益
143,383

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△156,815 △67,137 △576 △224,529 △14,551 △239,081

当期変動額合計 △156,815 △67,137 △576 △224,529 △14,551 △295,844

当期末残高 372,069 △211,909 9,521 169,682 104,405 9,342,611
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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 1,972,735 1,670,795 5,543,404 △118,412 9,068,522

当期変動額

剰余金の配当 △212,655 △212,655

親会社株主に帰属す

る当期純利益
154,956 154,956

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － △57,698 － △57,698

当期末残高 1,972,735 1,670,795 5,485,705 △118,412 9,010,823

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券評

価差額金
為替換算調整勘定

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 372,069 △211,909 9,521 169,682 104,405 9,342,611

当期変動額

剰余金の配当 △212,655

親会社株主に帰属す

る当期純利益
154,956

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△171,229 △29,011 △8,391 △208,633 △8,436 △217,069

当期変動額合計 △171,229 △29,011 △8,391 △208,633 △8,436 △274,768

当期末残高 200,840 △240,921 1,129 △38,950 95,969 9,067,842
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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 269,818 340,206

減価償却費 416,487 408,079

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △1,157 11,595

貸倒引当金の増減額（△は減少） 20,678 △513

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,630 3,132

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 139 29,259

受取利息及び受取配当金 △44,704 △38,593

支払利息 16,395 13,884

投資有価証券売却損益（△は益） 1,918 －

固定資産除売却損益（△は益） 7,697 1,962

売上債権の増減額（△は増加） △131,963 800,709

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,468 70,269

仕入債務の増減額（△は減少） △207,643 △675,016

未払費用の増減額（△は減少） 152,372 △194,185

その他 277,685 △48,607

小計 792,824 722,184

利息及び配当金の受取額 44,704 38,593

利息の支払額 △14,155 △13,934

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △135,186 △281,980

営業活動によるキャッシュ・フロー 688,186 464,863

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） 72,494 △7

有形固定資産の取得による支出 △163,476 △183,411

無形固定資産の取得による支出 － △46,521

投資有価証券の取得による支出 △162,587 △37,285

投資有価証券の売却による収入 152,367 －

その他 29,544 △17,107

投資活動によるキャッシュ・フロー △71,658 △284,333

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） － △117,207

長期借入れによる収入 132,640 50,000

長期借入金の返済による支出 △85,360 △113,948

社債の償還による支出 △197,200 △197,200

リース債務の返済による支出 △34,913 △71,187

配当金の支払額 △173,257 △212,088

財務活動によるキャッシュ・フロー △358,091 △661,632

現金及び現金同等物に係る換算差額 23,405 △15,485

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 281,842 △496,588

現金及び現金同等物の期首残高 3,130,816 3,412,659

現金及び現金同等物の期末残高 3,412,659 2,916,071
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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)

国際財務報告基準を適用している子会社は、当連結会計年度より、国際財務報告基準第16号「リース」（以下

「IFRS第16号」という。）を適用しています。これにより、リースの借手は原則としてすべてのリースを貸借対照

表に資産及び負債として計上することとしました。IFRS第16号の適用については、経過的な取扱いに従っており、

会計方針の変更による累積的影響額を適用開始日に認識する方法を採用しております。

　この結果、当連結会計年度における連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３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。

当連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３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。

【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

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。

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 （単位:千円）

日本 中国 その他 合計

3,276,023 669,788 251 3,946,062

３ 主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名 売上高(千円) 関連するセグメント名

住友林業ホームテック㈱ 2,796,398 製品販売・工事

大和ハウスリフォーム㈱ 2,463,380 製品販売・工事
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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)

１ 製品及びサービスごとの情報

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。

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 （単位:千円）

日本 中国 その他 合計

3,178,419 626,098 2,661 3,807,179

３ 主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名 売上高(千円) 関連するセグメント名

大和ハウスリフォーム㈱ 2,552,094 製品販売・工事

住友林業ホームテック㈱ 2,501,665 製品販売・工事

【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】

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。

【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】

前連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３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。

当連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３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。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

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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(１株当たり情報)

１株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに１株当たり当期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

項目
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

(1) １株当たり純資産額 738円51銭 717円22銭

　(算定上の基礎)

　 連結貸借対照表の純資産の部の合計額 (千円) 9,342,611 9,067,842

　 普通株式に係る期末の純資産額 (千円) 9,238,205 8,971,872

　 差額の主な内容
非支配株主持分

(千円) 104,405 95,969

　 普通株式の発行済株式数 (千株) 12,744 12,744

　 普通株式の自己株式数 (千株) 234 234

　 １株当たり純資産額の算定に用いられた
　 普通株式の数

(千株) 12,509 12,509

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)

(2) １株当たり当期純利益 11円46銭 12円39銭

　(算定上の基礎)

連結損益計算書上の親会社株主に帰属する
当期純利益

(千円) 143,383 154,956

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益

(千円) 143,383 154,956

　普通株式の期中平均株式数 (千株) 12,509 12,509

(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。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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