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1. 2021年3月期の連結業績（2020年4月1日～2021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 ％

2021年3月期 20,074 △10.7 623 △16.2 636 △14.9 429 △8.9

2020年3月期 22,484 △4.8 743 △6.8 747 △6.9 471 △11.4

（注）包括利益 2021年3月期　　607百万円 （61.4％） 2020年3月期　　376百万円 （△9.1％）

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 187.90 ― 3.8 3.4 3.1

2020年3月期 206.16 ― 4.3 3.9 3.3

（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) 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

2021年3月期 18,293 11,613 63.5 5,076.12

2020年3月期 18,625 11,134 59.8 4,866.40

（参考） 自己資本 2021年3月期 11,613百万円 2020年3月期 11,134百万円

(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

2021年3月期 48 △34 △133 3,968

2020年3月期 474 △162 △145 4,091

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 ％ ％

2020年3月期 ― 28.00 ― 28.00 56.00 128 27.2 1.2

2021年3月期 ― 28.00 ― 28.00 56.00 128 29.8 1.1

2022年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

（注）2022年３月期の配当予想については未定であります。

3. 2022年 3月期の連結業績予想（2021年 4月 1日～2022年 3月31日）

業績見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症拡大が業績に与える影響を合理的に算定することが困難であることから、現段階においては未定と
させていただきます。今後、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。



※ 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

(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） 2021年3月期 2,300,000 株 2020年3月期 2,300,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期 12,138 株 2020年3月期 12,020 株

③ 期中平均株式数 2021年3月期 2,287,904 株 2020年3月期 2,288,015 株

（参考）個別業績の概要

2021年3月期の個別業績（2020年4月1日～2021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 ％

2021年3月期 19,606 △11.2 552 △21.7 566 △20.3 376 △12.3

2020年3月期 22,087 △4.5 705 △5.8 710 △6.4 428 △14.9

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

2021年3月期 164.40 ―

2020年3月期 187.39 ―

(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

2021年3月期 17,963 11,367 63.3 4,968.58

2020年3月期 18,301 10,977 60.0 4,797.75

（参考） 自己資本 2021年3月期 11,367百万円 2020年3月期 10,977百万円

※ 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条件に基づいており、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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前期 当期 増減金額 前期比

　電気機器・産業用システム 11,546 10,554 △991 8.6%　減

　電子デバイス・情報通信機器 6,029 5,291 △737 12.2%　減

　設備機器 4,796 4,115 △681 14.2%　減

　太陽光発電 111 113 1 1.4%　増

　合計 22,484 20,074 △2,409 10.7%　減

1．経営成績等の概況

（1）当期の経営成績の概況

　当期におけるわが国経済は、米中貿易摩擦の長期化や新型コロナウイルス感染症拡大による影響が継続する中、

経済活動の再開を受けて輸出や生産に持ち直しの動きがみられました。しかしながら年度末にかけて緊急事態宣言

が再発令されるなど、感染終息の見通しは立たず、先行き不透明な状況が続きました。

　当社グループの関連する業界につきましても、経済活動の停滞、企業活動の制限などにより需要は縮小し、設備

投資が大幅に減少するなど、厳しい事業環境が続きました。

　このような状況の中、当社グループは、新型コロナウイルスの感染防止に配慮すると共に顧客起点の徹底による

営業力の強化と生産性向上を目的とする営業働き方改革を推進し、市場の変化やお客様の多様なニーズをしっかり

と捉え、事業規模の拡大と収益力の向上に取り組んでまいりました。

　これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高200億74百万円（前期比10.7%減）、営業利益6億23百万円（同比

16.2%減）、経常利益6億36百万円（同比14.9%減）、親会社株主に帰属する当期純利益4億29百万円（同比8.9%減）

となりました。

各セグメントの状況は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

（電気機器・産業用システム）

　電気機器につきましては、FA機器は前期並みとなりましたが、商業施設向け配電制御機器が低迷し減少しまし

た。産業用システムにつきましては、受変電設備案件の変動により減少しました。

　この結果、部門全体では売上高105億54百万円（前期比8.6%減）となりました。

（電子デバイス・情報通信機器）

　電子デバイスにつきましては、産業系需要が低迷し減少しました。情報通信機器につきましては、リモートワー

ク拡大によるPC需要が伸長しましたが、Windows10更新需要の一巡、公共システム案件の低迷により減少しました。

　この結果、部門全体では売上高52億91百万円（前期比12.2%減）となりました。

（設備機器）

　設備機器につきましては、冷蔵倉庫需要の高まりや巣ごもり需要の影響もあり、物流・食品関連は堅調に推移し

ましたが、設備投資の抑制などにより、空調機器、LED照明及び関連工事が減少しました。

　この結果、部門全体では売上高41億15百万円（前期比14.2%減）となりました。

（太陽光発電）

　太陽光発電につきましては、概ね想定どおりに発電し売上高1億13百万円（前期比1.4%増）となりました。
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（2）当期の財政状態の概況

（資産）

　当連結会計年度末における資産合計は182億93百万円（前連結会計年度末比3億32百万円減）となりました。

　流動資産は152億63百万円（同比4億7百万円減）となりました。これは主に受取手形及び売掛金の減少5億30百万

円、商品の減少1億39百万円、電子記録債権の増加3億74百万円などによるものです。固定資産は30億29百万円（同

比74百万円増）となりました。これは主に投資有価証券の増加2億4百万円、建物及び構築物の減少64百万円、機械

及び装置の減少42百万円などによるものです。

（負債）

　負債合計は66億79百万円（同比8億11百万円減）となりました。

　流動負債は60億46百万円（同比8億11百万円減）となりました。これは主に支払手形及び買掛金の減少7億円など

によるものです。固定負債は6億33百万円（同比0百万円増）となりました。これは主に繰延税金負債の増加40百万

円、役員退職慰労引当金の増加11百万円、退職給付に係る負債の減少51百万円などによるものです。

（純資産）

　純資産合計は116億13百万円（同比4億79百万円増）となりました。これは主に親会社株主に帰属する当期純利益

の計上4億29百万円、配当金の支払額1億28百万円により利益剰余金の増加3億1百万円、その他有価証券評価差額金

の増加1億42百万円などによるものです。

（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「資金」という）は39億68百万円（前連結会計年度末比

1億22百万円減）となりました。各キャッシュ・フローの主な増減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）

　営業活動により得られた資金は48百万円（前期は4億74百万円の獲得）となりました。これは主に税金等調整前

当期純利益の計上6億34百万円と、減価償却費1億41百万円、たな卸資産の減少額1億39百万円などの増加、仕入債

務の減少額7億8百万円、法人税等の支払額2億37百万円などの減少によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により使用した資金は34百万円（前期は1億62百万円の使用）となりました。これは主に無形固定資産

の取得による支出35百万円などの減少によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により使用した資金は1億33百万円（前期は1億45百万円の使用）となりました。これは主に配当金の支

払額1億28百万円などの減少によるものです。

（4）今後の見通し

　依然として新型コロナウイルス感染症の終息は見通せない状況ですが、国内でもワクチン接種が進み企業活動も活

発化していくものと思われます。

　当社グループでは、営業働き方改革を実践し、業務処理の効率化、顧客接点の強化に取り組み、生産性と営業品質

を向上させ、お客様の「したい、欲しい、してほしい」に気付き、それを一つひとつ積み重ねていき、事業規模の拡

大と収益力の向上に取り組んでまいります。

　業績見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症拡大が業績に与える影響を合理的に算定することが困難で

あることから、現段階においては未定とさせていただきます。今後、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、会計基準につきましては、日本

基準を適応しております。なお、国際会計基準の適用につきましては、国内外の諸情勢等を考慮の上、適切に対応して

いく方針であります。
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年3月31日)

当連結会計年度
(2021年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,091,013 6,968,539

受取手形及び売掛金 5,689,155 5,158,939

電子記録債権 1,997,940 2,372,900

商品 688,050 548,092

未収入金 185,260 183,422

その他 23,213 35,658

貸倒引当金 △3,840 △3,762

流動資産合計 15,670,794 15,263,789

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,841,913 1,841,913

減価償却累計額 △414,950 △479,788

建物及び構築物（純額） 1,426,963 1,362,125

機械及び装置 707,144 707,144

減価償却累計額 △237,754 △280,255

機械及び装置（純額） 469,390 426,889

土地 113,613 113,613

建設仮勘定 233 -

その他 63,010 72,013

減価償却累計額 △49,934 △49,775

その他（純額） 13,075 22,238

有形固定資産合計 2,023,276 1,924,866

無形固定資産 212,745 187,835

投資その他の資産

投資有価証券 648,736 852,863

その他 85,540 78,520

貸倒引当金 △15,691 △14,692

投資その他の資産合計 718,585 916,692

固定資産合計 2,954,607 3,029,393

資産合計 18,625,401 18,293,183

3．連結財務諸表及び主な注記

（1）連結貸借対照表
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年3月31日)

当連結会計年度
(2021年3月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,751,498 5,051,301

短期借入金 350,000 350,000

未払法人税等 126,723 131,626

賞与引当金 180,258 159,182

役員賞与引当金 32,500 27,200

その他 417,041 327,263

流動負債合計 6,858,021 6,046,573

固定負債

繰延税金負債 345,325 386,204

役員退職慰労引当金 89,400 101,100

退職給付に係る負債 54,396 2,579

資産除去債務 67,788 68,600

その他 76,237 74,674

固定負債合計 633,148 633,159

負債合計 7,491,170 6,679,732

純資産の部

株主資本

資本金 1,005,000 1,005,000

資本剰余金 838,560 838,560

利益剰余金 9,173,404 9,475,186

自己株式 △15,538 △15,837

株主資本合計 11,001,426 11,302,908

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 170,354 312,923

為替換算調整勘定 △1,262 △620

退職給付に係る調整累計額 △36,287 △1,760

その他の包括利益累計額合計 132,804 310,541

純資産合計 11,134,231 11,613,450

負債純資産合計 18,625,401 18,293,183
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2019年4月 1日
　至　2020年3月31日)

当連結会計年度
(自　2020年4月 1日

　至　2021年3月31日)

売上高 22,484,453 20,074,642

売上原価 19,446,224 17,251,815

売上総利益 3,038,228 2,822,827

販売費及び一般管理費

配送保管費 281,293 277,482

広告宣伝費 6,244 4,916

役員報酬 85,647 77,916

給料及び賞与 882,211 873,633

賞与引当金繰入額 164,172 145,740

役員賞与引当金繰入額 32,500 22,466

退職給付費用 40,990 58,644

役員退職慰労引当金繰入額 11,400 11,700

福利厚生費 252,421 235,648

旅費及び交通費 66,739 35,599

租税公課 55,546 53,401

減価償却費 94,773 100,211

賃借料 75,847 77,485

貸倒引当金繰入額 1,092 △78

その他 243,399 224,923

販売費及び一般管理費合計 2,294,279 2,199,690

営業利益 743,948 623,136

営業外収益

受取利息 653 429

受取配当金 20,207 17,537

社宅家賃収入 3,369 3,258

助成金収入 - 11,999

その他 6,005 5,860

営業外収益合計 30,236 39,085

営業外費用

支払利息 2,257 2,419

売上割引 14,937 14,673

支払手数料 2,000 2,000

為替差損 5,214 5,063

その他 1,776 1,695

営業外費用合計 26,186 25,851

経常利益 747,998 636,370

特別利益

受取保険金 5,116 -

会員権売却益 1,050 -

特別利益合計 6,166 -

特別損失

社葬関連費用 18,836 -

役員弔慰金 4,200 -

減損損失 6,779 -

投資有価証券評価損 - 1,809

特別損失合計 29,816 1,809

税金等調整前当期純利益 724,348 634,560

法人税、住民税及び事業税 269,335 240,602

法人税等調整額 △16,683 △35,946

法人税等合計 252,652 204,655

当期純利益 471,696 429,904

親会社株主に帰属する当期純利益 471,696 429,904

（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）
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自　2019年4月 1日
　至　2020年3月31日)

当連結会計年度
(自　2020年4月 1日

　至　2021年3月31日)

当期純利益 471,696 429,904

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △57,214 142,568

為替換算調整勘定 △110 641

退職給付に係る調整額 △37,876 34,526

その他の包括利益合計 △95,201 177,737

包括利益 376,495 607,642

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 376,495 607,642

非支配株主に係る包括利益 - -

（連結包括利益計算書）
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(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 1,005,000 838,560 8,834,413 △15,427 10,662,546

当期変動額

剰余金の配当 △132,705 △132,705

親会社株主に帰属する当期
純利益

471,696 471,696

自己株式の取得 △110 △110

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 - - 338,990 △110 338,880

当期末残高 1,005,000 838,560 9,173,404 △15,538 11,001,426

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

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 227,569 △1,152 1,588 228,005 10,890,552

当期変動額

剰余金の配当 △132,705

親会社株主に帰属する当期
純利益

471,696

自己株式の取得 △110

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△57,214 △110 △37,876 △95,201 △95,201

当期変動額合計 △57,214 △110 △37,876 △95,201 243,679

当期末残高 170,354 △1,262 △36,287 132,804 11,134,231

（3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
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(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 1,005,000 838,560 9,173,404 △15,538 11,001,426

当期変動額

剰余金の配当 △128,123 △128,123

親会社株主に帰属する当期
純利益

429,904 429,904

自己株式の取得 △299 △299

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 - - 301,781 △299 301,482

当期末残高 1,005,000 838,560 9,475,186 △15,837 11,302,908

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

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 170,354 △1,262 △36,287 132,804 11,134,231

当期変動額

剰余金の配当 △128,123

親会社株主に帰属する当期
純利益

429,904

自己株式の取得 △299

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

142,568 641 34,526 177,737 177,737

当期変動額合計 142,568 641 34,526 177,737 479,219

当期末残高 312,923 △620 △1,760 310,541 11,613,450

当連結会計年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2019年4月 1日
　至　2020年3月31日)

当連結会計年度
(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

税金等調整前当期純利益 724,348 634,560

減価償却費 136,801 141,822

減損損失 6,779 -

賞与引当金の増減額（△は減少） 24,209 △21,075

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △996 △5,300

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △33,900 11,700

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △18,802 △2,080

受取利息及び受取配当金 △20,861 △17,966

支払利息 2,257 2,419

為替差損益（△は益） 953 2,891

投資有価証券評価損益（△は益） - 1,809

会員権売却損益（△は益） △1,050 -

受取保険金 △5,116 -

売上債権の増減額（△は増加） 1,444,576 85,255

たな卸資産の増減額（△は増加） 45,892 139,975

仕入債務の増減額（△は減少） △1,478,354 △708,861

その他 △29,923 4,634

小計 796,813 269,784

利息及び配当金の受取額 20,696 17,842

利息の支払額 △1,840 △2,038

法人税等の支払額 △341,041 △237,396

営業活動によるキャッシュ・フロー 474,628 48,191

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 △6,000,000 △6,000,000

定期預金の払戻による収入 6,000,000 6,000,000

有形固定資産の取得による支出 △15,696 △40

無形固定資産の取得による支出 △185,528 △35,316

投資有価証券の取得による支出 △1,706 △1,752

会員権の売却による収入 1,160 -

長期前払費用の取得による支出 △5,168 -

保険積立金の払戻による収入 44,354 -

その他 △205 2,134

投資活動によるキャッシュ・フロー △162,790 △34,975

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） △8,080 -

リース債務の返済による支出 △4,766 △4,824

自己株式の取得による支出 △110 △299

配当金の支払額 △132,705 △128,123

財務活動によるキャッシュ・フロー △145,662 △133,247

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,235 △2,443

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 163,939 △122,474

現金及び現金同等物の期首残高 3,927,074 4,091,013

現金及び現金同等物の期末残高 4,091,013 3,968,539

（4）連結キャッシュ・フロー計算書
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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）

　当該事項はありません。

報告セグメント 主な商品及びサービス

電気機器・

産業用システム

回転機、ホイスト、産業扇、電磁開閉器、遮断器、電力量計、指示計器、高圧機器、トランス、

シーケンサ、表示器、インバータ、ＡＣサーボ、クラッチ、ロボット、センシング、機械装置、

発電機・受変電システム、計測監視制御システム、生産ライン制御システム、検査計測システム、

物流搬送システム、駆動制御システム、産業メカトロシステム、各種プラント用システム、他

電子デバイス・

情報通信機器

半導体、パワー素子、光応用機器、液晶パネル、電子部品、

パソコン、サーバー、プリンタ、ＨＤＤ、液晶モニター、ネットワーク機器、映像機器、

組み込みマイコンソフトウェア開発、電子機器の受託生産サービス（ＥＭＳ）、他

設備機器

パッケージエアコン、各種冷凍機、ルームエアコン、換気扇、チラー、非常用発電機

電気温水器、照明器具、エレベーター、エスカレーター、太陽光発電設備工事、電気工事、

空調・給排水衛生設備工事、冷凍・冷蔵設備工事、クリーンルーム工事、植物工場設備、

冷暖房空調機器の保守・据付・修理、他

太陽光発電 電力

（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

  当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

等が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。

　当社グループは、取り扱う商品・サービスを基礎として包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しているた

め、その種類・性質の類似性を考慮して、「電気機器・産業用システム」、「電子デバイス・情報通信機

器」、「設備機器」、及び「太陽光発電」の4つを報告セグメントとしております。

　各報告セグメントに属する主な商品及びサービスは次のとおりであります。

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方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針に準

拠した方法であります。
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（単位：千円）

報告セグメント
調整額
(注1)

連結財務諸
表計上額

電気機器・
産業用シス

テム

電子デバイ
ス・情報通

信機器
設備機器 太陽光発電 計

売上高

外部顧客への売上高 11,546,594 6,029,281 4,796,989 111,586 22,484,453 - 22,484,453

セグメント間の内部売上高
又は振替高

- - - - - - -

計 11,546,594 6,029,281 4,796,989 111,586 22,484,453 - 22,484,453

セグメント利益（営業利益） 533,787 101,525 169,178 51,140 855,631 △111,682 743,948

セグメント資産 (注2) 392,382 126,332 169,335 514,135 1,202,185 17,423,215 18,625,401

その他の項目

減価償却費 49,416 21,861 23,494 42,028 136,801 - 136,801

減損損失 - 6,779 - - 6,779 - 6,779

（単位：千円）

報告セグメント
調整額
(注1)

連結財務諸
表計上額

電気機器・
産業用シス

テム

電子デバイ
ス・情報通

信機器
設備機器 太陽光発電 計

売上高

外部顧客への売上高 10,554,805 5,291,470 4,115,198 113,167 20,074,642 - 20,074,642

セグメント間の内部売上高
又は振替高

- - - - - - -

計 10,554,805 5,291,470 4,115,198 113,167 20,074,642 - 20,074,642

セグメント利益（営業利益） 412,392 119,188 134,340 58,277 724,198 △101,062 623,136

セグメント資産 (注2) 277,627 162,008 108,456 478,754 1,026,846 17,266,336 18,293,183

その他の項目

減価償却費 54,414 20,857 24,939 41,611 141,822 - 141,822

減損損失 - - - - - - -

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

　前連結会計年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

（注）1.セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

　　　　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

（注）2.太陽光発電を除き、商品以外の資産については、各報告セグメントに配分しておりません。

　当連結会計年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

（注）1.セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

　　　　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

（注）2.太陽光発電を除き、商品以外の資産については、各報告セグメントに配分しておりません。
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【関連情報】

前連結会計年度（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

　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。

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

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

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　2020年4月1日  至　2021年3月31日）

1．製品及びサービスごとの情報

　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。

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

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

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】

前連結会計年度（自　2019年4月1日  至　2020年3月31日）

　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。

当連結会計年度（自　2020年4月1日  至　2021年3月31日）

　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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前連結会計年度
（自　2019年 4月 1日
  至　2020年 3月31日）

当連結会計年度
（自　2020年 4月 1日
  至　2021年 3月31日）

1株当たり純資産額 4,866円40銭

1株当たり当期純利益 206円16銭
　

1株当たり純資産額 5,076円12銭

1株当たり当期純利益 187円90銭
　

　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。

　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。

前連結会計年度
（自　2019年 4月 1日
  至　2020年 3月31日）

当連結会計年度
（自　2020年 4月 1日
  至　2021年 3月31日）

親会社株主に帰属する当期純利益（千

円）
471,696 429,904

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）
471,696 429,904

普通株式の期中平均株式数（千株） 2,288 2,288

（1株当たり情報）

（注）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。
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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)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,997,433 6,889,973

受取手形 1,254,002 780,980

電子記録債権 1,997,940 2,372,900

売掛金 4,380,761 4,324,143

商品 677,302 537,225

前払費用 9,811 12,994

未収入金 218,328 220,920

その他 6,173 8,793

貸倒引当金 △3,816 △3,739

流動資産合計 15,537,938 15,144,193

固定資産

有形固定資産

建物 1,840,053 1,840,053

減価償却累計額 △413,090 △477,928

建物（純額） 1,426,963 1,362,125

構築物 1,860 1,860

減価償却累計額 △1,859 △1,859

構築物（純額） 0 0

機械及び装置 36,129 36,129

減価償却累計額 △13,357 △16,563

機械及び装置（純額） 22,771 19,565

工具、器具及び備品 59,583 61,872

減価償却累計額 △46,508 △43,065

工具、器具及び備品（純額） 13,075 18,806

土地 113,613 113,613

建設仮勘定 233 -

有形固定資産合計 1,576,657 1,514,111

無形固定資産

ソフトウエア 22,512 173,252

ソフトウエア仮勘定 185,528 9,878

電話加入権 4,704 4,704

無形固定資産合計 212,745 187,835

投資その他の資産

投資有価証券 381,736 515,563

関係会社株式 283,758 354,058

出資金 30 30

長期貸付金 281,827 223,068

長期前払費用 1,644 1,111

差入保証金 22,107 21,931

破産更生債権等 1,761 762

会員権 16,630 14,630

その他 1,106 1,027

貸倒引当金 △15,992 △14,692

投資その他の資産合計 974,609 1,117,491

固定資産合計 2,764,012 2,819,437

資産合計 18,301,950 17,963,630

4．個別財務諸表及び主な注記

（1）貸借対照表
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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 1,233,398 778,992

買掛金 4,464,071 4,245,204

短期借入金 350,000 350,000

未払金 119,828 99,683

未払費用 44,811 42,707

未払法人税等 123,829 127,932

未払消費税等 95,972 88,068

前受金 119,507 46,699

預り金 23,385 36,256

前受収益 4,366 3,061

賞与引当金 179,162 158,165

役員賞与引当金 32,500 27,200

流動負債合計 6,790,834 6,003,971

固定負債

預り保証金 71,733 70,825

長期未払金 3,000 3,000

繰延税金負債 313,156 362,043

退職給付引当金 2,123 42

役員退職慰労引当金 89,400 101,100

資産除去債務 54,552 55,218

固定負債合計 533,966 592,230

負債合計 7,324,800 6,596,201

純資産の部

株主資本

資本金 1,005,000 1,005,000

資本剰余金

資本準備金 838,560 838,560

資本剰余金合計 838,560 838,560

利益剰余金

利益準備金 97,000 97,000

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 705,823 672,515

別途積立金 6,200,000 6,200,000

繰越利益剰余金 1,975,949 2,257,267

利益剰余金合計 8,978,773 9,226,783

自己株式 △15,538 △15,837

株主資本合計 10,806,795 11,054,505

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 170,354 312,923

評価・換算差額等合計 170,354 312,923

純資産合計 10,977,149 11,367,429

負債純資産合計 18,301,950 17,963,630
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(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

商品売上高 22,073,638 19,593,634

受入手数料 14,157 12,597

売上高合計 22,087,795 19,606,231

売上原価

商品期首たな卸高 726,648 677,302

当期商品仕入高 19,103,018 16,765,114

合計 19,829,667 17,442,416

他勘定振替高 12,151 1,228

商品期末たな卸高 677,302 537,225

商品売上原価 19,140,213 16,903,961

売上総利益 2,947,581 2,702,269

販売費及び一般管理費

配送保管費 275,448 269,593

広告宣伝費 6,149 4,849

役員報酬 85,647 77,916

給料及び賞与 864,376 855,010

賞与引当金繰入額 163,084 144,763

役員賞与引当金繰入額 32,500 22,466

退職給付費用 40,990 58,644

役員退職慰労引当金繰入額 11,400 11,700

福利厚生費 247,131 231,886

旅費及び交通費 64,315 34,455

租税公課 55,546 53,401

減価償却費 90,714 98,576

賃借料 69,958 70,768

貸倒引当金繰入額 1,107 △77

その他 234,053 216,069

販売費及び一般管理費合計 2,242,423 2,150,024

営業利益 705,158 552,245

（2）損益計算書
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(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)

営業外収益

受取利息 4,033 2,717

受取配当金 20,207 17,537

社宅家賃収入 3,369 3,258

助成金収入 - 10,637

その他 4,023 3,752

営業外収益合計 31,634 37,903

営業外費用

支払利息 2,172 2,150

売上割引 14,937 14,673

支払手数料 2,000 2,000

為替差損 5,134 3,254

その他 1,729 1,695

営業外費用合計 25,974 23,773

経常利益 710,818 566,375

特別利益

受取保険金 5,116 -

会員権売却益 1,050 -

特別利益合計 6,166 -

特別損失

関係会社株式評価損 25,092 -

社葬関連費用 18,836 -

役員弔慰金 4,200 -

投資有価証券評価損 - 1,809

特別損失合計 48,129 1,809

税引前当期純利益 668,855 564,566

法人税、住民税及び事業税 234,597 201,162

法人税等調整額 5,497 △12,729

法人税等合計 240,094 188,432

当期純利益 428,760 376,133
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(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
別途積立金

繰越利益剰
余金

当期首残高 1,005,000 838,560 838,560 97,000 739,132 6,200,000 1,646,586 8,682,718

当期変動額

固定資産圧縮積立金
の取崩

△33,308 33,308 -

剰余金の配当 △132,705 △132,705

当期純利益 428,760 428,760

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 - - - - △33,308 - 329,363 296,054

当期末残高 1,005,000 838,560 838,560 97,000 705,823 6,200,000 1,975,949 8,978,773

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 △15,427 10,510,850 227,569 227,569 10,738,419

当期変動額

固定資産圧縮積立金
の取崩

- -

剰余金の配当 △132,705 △132,705

当期純利益 428,760 428,760

自己株式の取得 △110 △110 △110

株主資本以外の項目
の当期変動額（純
額）

△57,214 △57,214 △57,214

当期変動額合計 △110 295,944 △57,214 △57,214 238,730

当期末残高 △15,538 10,806,795 170,354 170,354 10,977,149

（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）
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(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
別途積立金

繰越利益剰
余金

当期首残高 1,005,000 838,560 838,560 97,000 705,823 6,200,000 1,975,949 8,978,773

当期変動額

固定資産圧縮積立金
の取崩

△33,308 33,308

剰余金の配当 △128,123 △128,123

当期純利益 376,133 376,133

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 - - - - △33,308 - 281,318 248,009

当期末残高 1,005,000 838,560 838,560 97,000 672,515 6,200,000 2,257,267 9,226,783

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 △15,538 10,806,795 170,354 170,354 10,977,149

当期変動額

固定資産圧縮積立金
の取崩

-

剰余金の配当 △128,123 △128,123

当期純利益 376,133 376,133

自己株式の取得 △299 △299 △299

株主資本以外の項目
の当期変動額（純
額）

142,568 142,568 142,568

当期変動額合計 △299 247,710 142,568 142,568 390,279

当期末残高 △15,837 11,054,505 312,923 312,923 11,367,429

当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
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5．その他

（１）役員の異動

①代表者の異動

　該当事項はありません。

②その他の役員の異動

　退任予定取締役

常務取締役　　奥田　弘志　　（顧問　就任予定）（３月２日発表済み）

③異動予定日

2021年6月29日

（２）その他

　該当事項はありません。
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