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1. 2021年3月期の業績（2020年4月1日～2021年3月31日）

(1) 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 ％

2021年3月期 3,786 △17.4 147 27.4 152 36.2 111 15.1

2020年3月期 4,582 5.9 115 17.9 111 7.6 97 8.2

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 ％ ％ ％

2021年3月期 18.61 ― 6.1 4.2 3.9

2020年3月期 16.17 ― 5.5 3.2 2.5

（参考） 持分法投資損益 2021年3月期 ―百万円 2020年3月期 ―百万円

(2) 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

2021年3月期 3,642 1,885 51.8 314.21

2020年3月期 3,520 1,795 51.0 299.29

（参考） 自己資本 2021年3月期 1,885百万円 2020年3月期 1,795百万円

(3) 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

2021年3月期 △580 △80 30 425

2020年3月期 232 △171 △17 1,055

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 ％ ％

2020年3月期 ― 1.50 ― 2.50 4.00 23 24.7 1.4

2021年3月期 ― 2.00 ― 2.00 4.00 23 21.5 1.3

2022年3月期(予想) ― 2.00 ― 2.00 4.00 24.0

3. 2022年3月期の業績予想（2021年4月1日～2022年3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 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

第2四半期(累計) 1,600 △12.9 50 34.2 50 39.6 35 1.4 5.83

通期 3,400 △10.2 150 2.0 150 △1.4 100 △10.4 16.67



※ 注記事項

(1) 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

(2) 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 6,000,000 株 2020年3月期 6,000,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期 60 株 2020年3月期 60 株

③ 期中平均株式数 2021年3月期 5,999,940 株 2020年3月期 5,999,940 株

※ 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

　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等については、添付資料Ｐ.３「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

当事業年度（2020年４月１日～2021年３月31日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

の影響により経済活動が停滞し企業収益の悪化や個人消費が落ち込み、徐々に回復の兆しが見えたものの再び感染

者が増加するなど、依然として先行き不透明な状況にあります。

このような状況下、当社は、在宅勤務や各種感染拡大防止対策を実施し、事業活動を運営してまいりました。外

出自粛などにより物流・食品向けのラベル製品が好調であったものの、訪問制限などもあり営業活動は依然として

厳しい状況でありました。生産面では引き続き内製化促進や原価低減に注力し、全社では経費の抑制などを行って

まいりました。

この結果、当事業年度の業績につきましては、売上高は3,786百万円（前年同期比17.4％減）となりました。利

益面では、内製化による原価低減や新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う営業活動の自粛や訪問制限などに

より経費が前期より減少したことで、営業利益は147百万円（前年同期比27.4％増）、経常利益は152百万円（前年

同期比36.2％増）、当期純利益は111百万円（前年同期比15.1％増）となりました。

（２）当期の財政状態の概況

当事業年度末の資産につきましては、流動資産の残高は、前事業年度末に比べ171百万円増加し2,032百万円とな

りました。これは主に売掛金が757百万円、関係会社短期貸付金が50百万円増加したこと、現金及び預金が630百万

円減少したことなどによるものであります。

固定資産の残高は、前事業年度末に比べ49百万円減少し1,610百万円となりました。これは主に有形固定資産が

減価償却等により51百万円減少したことなどによるものであります。

この結果、総資産は、前事業年度末に比べ122百万円増加し3,642百万円となりました。

負債につきましては、流動負債の残高は、前事業年度末に比べ22百万円減少し1,047百万円となりました。これ

は主に１年内に返済予定の長期借入金が13百万円、未払金が19百万円増加したこと、支払手形が28百万円、買掛金

が32百万円減少したことなどによるものであります。

固定負債の残高は、前事業年度末に比べ55百万円増加し709百万円となりました。これは、主に借り入れの実施

により長期借入金が43百万円、繰延税金負債が16百万円増加したことなどによるものであります。

この結果、負債合計は、前事業年度末に比べ32百万円増加し1,757百万円となりました。

純資産につきましては、前事業年度末に比べ89百万円増加し1,885百万円となりました。これは主に利益剰余金

が当期純利益111百万円の計上により増加したこと、配当金の支払により26百万円減少したことなどによるもので

あります。

この結果、自己資本比率は51.8％(前事業年度末は51.0％)となりました。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当事業年度における現金及び現金同等物は425百万円と前年同期に比べ630百万円（59.7％）の減少となりまし

た。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益が152百万円と前年同期に比べ40百万円（36.2％）の

増益となりましたが、売上債権等が増加したことにより△580百万円と前年同期に比べ収入が813百万円の減少とな

りました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得が前年同期に比べ減少したことなどにより、△80百

万円と前年同期に比べ支出が90百万円（52.9％）の減少となりました。

これにより営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを減算したフリーキャッ

シュ・フローは△661百万円（前年同期は61百万円）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の新規借入があったことや配当金の支払いなどにより、30百

万円と前年同期に比べ収入が48百万円の増加となりました。
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第58期
2017年３月期

第59期
2018年３月期

第60期
2019年３月期

第61期
2020年３月期

第62期
2021年３月期

自己資本比率(％) 47.2 49.0 49.5 51.0 51.8

時価ベースの自己資本比率
(％)

49.1 61.4 63.6 39.7 58.5

債務償還年数(年) － － － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ

(倍)
－ － － － －

(注) 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

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しています。

※営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。有利子負債は、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

しています。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。

（４）今後の見通し

次期の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症の経済への影響により厳しい状況で推移していくもの

と見込まれます。

このような状況下、当社は、引き続きナカバヤシグループ各社や協力会社とのシナジーの深耕、設備投資による

内製化の推進、新規商材と新規市場の開発、利益率の低い商品の選別受注など、経営の効率化、業績の向上に取り

組んでまいります。

次期の業績につきましては、上記施策等を踏まえ、売上高3,400百万円（前年同期比10.2％減）、営業利益150百

万円（前年同期比2.0％増）、経常利益150百万円（前年同期比1.4％減）、当期純利益は100百万円（前年同期比

10.4％減）を見込んでおります。

なお、上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績

は、新型コロナウイルスの当社市場への想定以上の悪影響等、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果とな

る可能性があります。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社は、企業間及び経年での比較可能性を確保するため、当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成

方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。

なお、国際会計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．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
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,055,454 425,109

受取手形 60,025 58,958

売掛金 531,787 1,289,686

商品及び製品 137,943 134,724

仕掛品 9,051 10,337

原材料 57,779 55,402

前払費用 5,801 5,124

関係会社短期貸付金 － 50,000

その他 3,370 3,911

貸倒引当金 △550 △1,253

流動資産合計 1,860,663 2,032,001

固定資産

有形固定資産

建物 1,520,344 1,517,021

減価償却累計額 △1,142,507 △1,142,760

建物（純額） 377,836 374,261

構築物 124,538 124,538

減価償却累計額 △98,265 △100,096

構築物（純額） 26,272 24,441

機械及び装置 1,782,114 1,786,809

減価償却累計額 △1,521,640 △1,561,464

機械及び装置（純額） 260,473 225,345

車両運搬具 4,115 4,347

減価償却累計額 △4,115 △4,090

車両運搬具（純額） 0 257

工具、器具及び備品 299,270 288,382

減価償却累計額 △250,215 △248,895

工具、器具及び備品（純額） 49,054 39,486

土地 881,366 881,366

建設仮勘定 3,169 1,072

有形固定資産合計 1,598,173 1,546,230

無形固定資産

ソフトウエア 24,721 20,734

その他 2,556 2,556

無形固定資産合計 27,277 23,290

投資その他の資産

投資有価証券 34,159 40,992

破産更生債権等 1,740 1,708

その他 305 247

貸倒引当金 △1,740 △1,708

投資その他の資産合計 34,465 41,239

固定資産合計 1,659,916 1,610,761

資産合計 3,520,580 3,642,762
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 569,538 540,604

買掛金 364,435 332,043

1年内返済予定の長期借入金 － 13,332

未払金 57,299 76,811

未払費用 25,146 25,537

未払法人税等 17,146 21,117

預り金 3,854 3,639

賞与引当金 24,871 27,844

設備関係支払手形 4,100 3,729

その他 4,258 3,022

流動負債合計 1,070,651 1,047,680

固定負債

長期借入金 － 43,891

繰延税金負債 180,928 197,544

退職給付引当金 440,599 436,741

資産除去債務 160 －

その他 32,530 31,640

固定負債合計 654,217 709,816

負債合計 1,724,869 1,757,497

純資産の部

株主資本

資本金 376,800 376,800

資本剰余金

資本準備金 195,260 195,260

資本剰余金合計 195,260 195,260

利益剰余金

利益準備金 21,920 21,920

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 500,678 498,665

繰越利益剰余金 691,176 777,849

利益剰余金合計 1,213,775 1,298,434

自己株式 △29 △29

株主資本合計 1,785,805 1,870,465

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 9,905 14,800

評価・換算差額等合計 9,905 14,800

純資産合計 1,795,711 1,885,265

負債純資産合計 3,520,580 3,642,762
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 4,582,790 3,786,566

売上原価

商品及び製品期首たな卸高 132,171 137,943

当期製品製造原価 2,092,055 1,962,751

当期商品仕入高 1,658,794 964,838

合計 3,883,022 3,065,532

商品及び製品期末たな卸高 137,943 134,724

売上原価合計 3,745,079 2,930,807

売上総利益 837,710 855,758

販売費及び一般管理費 722,291 708,749

営業利益 115,418 147,008

営業外収益

受取利息 1,320 426

受取配当金 1,030 1,004

受取手数料 608 519

助成金収入 1,178 8,067

雑収入 189 109

営業外収益合計 4,326 10,127

営業外費用

固定資産処分損 6,020 2,399

為替差損 1,568 1,475

雑損失 445 1,089

営業外費用合計 8,034 4,964

経常利益 111,710 152,171

税引前当期純利益 111,710 152,171

法人税、住民税及び事業税 17,451 25,641

法人税等調整額 △2,765 14,871

法人税等合計 14,686 40,512

当期純利益 97,024 111,659
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度(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
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

繰越利益

剰余金

当期首残高 376,800 195,260 195,260 21,920 502,818 610,012 1,134,750

当期変動額

固定資産圧縮積立金

の取崩
△2,139 2,139 －

剰余金の配当 △17,999 △17,999

当期純利益 97,024 97,024

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － － － △2,139 81,164 79,025

当期末残高 376,800 195,260 195,260 21,920 500,678 691,176 1,213,775

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 △29 1,706,780 12,302 12,302 1,719,083

当期変動額

固定資産圧縮積立金

の取崩
－ －

剰余金の配当 △17,999 △17,999

当期純利益 97,024 97,024

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△2,397 △2,397 △2,397

当期変動額合計 － 79,025 △2,397 △2,397 76,627

当期末残高 △29 1,785,805 9,905 9,905 1,795,711
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　当事業年度(自 2020年４月１日 至 2021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
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

繰越利益

剰余金

当期首残高 376,800 195,260 195,260 21,920 500,678 691,176 1,213,775

当期変動額

固定資産圧縮積立金

の取崩
△2,013 2,013 －

剰余金の配当 △26,999 △26,999

当期純利益 111,659 111,659

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － － － △2,013 86,673 84,659

当期末残高 376,800 195,260 195,260 21,920 498,665 777,849 1,298,434

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 △29 1,785,805 9,905 9,905 1,795,711

当期変動額

固定資産圧縮積立金

の取崩
－ －

剰余金の配当 △26,999 △26,999

当期純利益 111,659 111,659

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

4,895 4,895 4,895

当期変動額合計 － 84,659 4,895 4,895 89,554

当期末残高 △29 1,870,465 14,800 14,800 1,885,265
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（４）キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 111,710 152,171

減価償却費 92,698 91,885

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,258 670

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,293 2,973

受注損失引当金の増減額（△は減少） △239 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △337 △3,858

受取利息及び受取配当金 △2,351 △1,430

固定資産処分損益（△は益） 6,020 2,399

為替差損益（△は益） 542 △469

売上債権等の増減額（△は増加） 10,695 △758,036

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,737 4,310

未収入金の増減額（△は増加） 8,106 △476

仕入債務の増減額（△は減少） 25,956 △61,326

未払消費税等の増減額（△は減少） 16,255 10,682

その他 △24,530 596

小計 247,231 △559,906

利息及び配当金の受取額 2,351 1,430

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △16,831 △21,850

営業活動によるキャッシュ・フロー 232,751 △580,326

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 △169,711 △25,448

有形固定資産の売却による収入 18,275 －

無形固定資産の取得による支出 △17,532 △3,147

投資有価証券の取得による支出 △281 △192

関係会社貸付けによる支出 △600,000 △650,000

関係会社貸付金の回収による収入 600,000 600,000

資産除去債務の履行による支出 △843 △180

その他 △1,553 △1,919

投資活動によるキャッシュ・フロー △171,645 △80,888

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 － 65,000

長期借入金の返済による支出 － △7,777

配当金の支払額 △17,951 △26,822

財務活動によるキャッシュ・フロー △17,951 30,400

現金及び現金同等物に係る換算差額 △542 469

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 42,611 △630,345

現金及び現金同等物の期首残高 1,012,843 1,055,454

現金及び現金同等物の期末残高 1,055,454 425,109
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（５）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。

(セグメント情報等)

前事業年度(自2019年４月１日 至2020年３月31日)

当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当事業年度(自2020年４月１日 至2021年３月31日)

当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

(持分法損益等)

前事業年度(自2019年４月１日　至2020年３月31日)

関連会社が存在しないため該当事項はありません。

当事業年度(自2020年４月１日　至2021年３月31日)

関連会社が存在しないため該当事項はありません。

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

１株当たり純資産額 299円29銭 314円21銭

１株当たり当期純利益 16円17銭 18円61銭

(注)１．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。

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当期純利益(千円) 97,024 111,659

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る当期純利益(千円) 97,024 111,659

期中平均株式数(千株) 5,999 5,999

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　


