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2021年3月期経営成績の概況

中国市場コロナ禍で混迷するもハンドが堅調

新型コロナ感染症の影響により売上高前年比２２％減

米国市場コロナで一旦落込むも早期回復
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連結経営成績

金額 売上比 金額 売上比 増減額 前年比

売上高 （百万円） 6,773 100% 5,294 100% △ 1,479 78.2%

売上総利益 （百万円） 3,105 45.8% 2,332 44.0% △ 773 75.1%

営業利益 （百万円） 1,772 26.1% 1,055 19.9% △ 717 59.5%

経常利益 （百万円） 1,754 25.8% 1,072 20.2% △ 682 61.1%

当期純利益 （百万円） 1,193 17.6% 729 13.8% △ 464 61.1%

1株当たり
当期純利益

（円） 460円78銭 294円34銭 △166円44銭

2020年3月期 2021年3月期 前年同期比
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								2020年3月期 ネン ガツキ				2021年3月期 ネン ガツキ				前年同期比 ゼンネンドウキヒ

								金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		前年比 ゼンネンヒ

				売上高 ウリアゲダカ		（百万円） ヒャクマンエン		6,773		100%		5,294		100%		△ 1,479		78.2%

				売上総利益 ウリアゲソウリエキ		（百万円） ヒャクマンエン		3,105		45.8%		2,332		44.0%		△ 773		75.1%

				営業利益 エイギョウリエキ		（百万円） ヒャクマンエン		1,772		26.1%		1,055		19.9%		△ 717		59.5%

				経常利益 ケイジョウリエキ		（百万円） ヒャクマンエン		1,754		25.8%		1,072		20.2%		△ 682		61.1%

				当期純利益 トウキジュンリエキ		（百万円） ヒャクマンエン		1,193		17.6%		729		13.8%		△ 464		61.1%

				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ		（円） エン		460円78銭 エン セン				294円34銭 エン セン				△166円44銭 エン セン









2020年
3月20日現在

2021年
3月20日現在

増減額

金額　(百万円） 金額　(百万円） 金額　(百万円）

流動資産 4,627 5,060 432
現預金
売掛債権

＋
△

６６６
３４１

固定資産 2,518 2,431 △ 87 減価償却 △ ９８

7,145 7,491 345

流動負債 896 706 △ 189
買掛金
未払金

△
△

６７
９６

固定負債 223 257 33 退職給付引当 ＋ ３７

1,120 964 △ 155

6,025 6,526 501 剰余金 ＋ ４８９

7,145 7,491 345負債･純資産合計

負債合計

純資産合計

資産合計

主な増減理由
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連結財政状態
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						2020年
3月20日現在 ネンガツヒゲンザイ		2021年
3月20日現在 ネンガツヒゲンザイ		増減額 ゾウゲンガク		主な増減理由 オモゾウゲンリユウ

						金額　(百万円） キンガクヒャクマンエン		金額　(百万円） キンガクヒャクマンエン		金額　(百万円） キンガクヒャクマンエン

				流動資産 リュウドウシサン		4,627		5,060		432				現預金
売掛債権 ゲンヨキンウリカケサイケン		＋
△		６６６
３４１

				固定資産 コテイシサン		2,518		2,431		△ 87				減価償却 ゲンカショウキャク		△		９８

		資産合計 シサンゴウケイ				7,145		7,491		345

				流動負債 リュウドウフサイ		896		706		△ 189				買掛金
未払金 カイカケキンミハライキン		△
△		６７
９６

				固定負債 コテイフサイ		223		257		33				退職給付引当 タイショクキュウフヒキアテ		＋		３７

		負債合計 フサイゴウケイ				1,120		964		△ 155

		純資産合計 ジュンシサンゴウケイ				6,025		6,526		501				剰余金 ジョウヨキン		＋		４８９

		負債･純資産合計 フサイジュンシサンゴウケイ				7,145		7,491		345
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連結地域別品種別売上高

単位：百万円

ﾅｯﾄﾗﾝﾅ ﾊﾝﾄﾞ ｻｰﾎﾞﾌﾟﾚｽ ネジ締付装置 修理点検 計 ﾅｯﾄﾗﾝﾅ ﾊﾝﾄﾞ ｻｰﾎﾞﾌﾟﾚｽ ネジ締付装置 修理点検 計

457 908 30 682 157 2,237 -214 -589 -23 -497 -22 -1,348

524 2,138 69 225 99 3,057 -171 99 6 -61 -4 -131

アジア 373 706 53 173 27 1,333 -114 55 9 -91 -9 -151

北米 109 1,129 11 44 69 1,364 -49 -16 -2 28 7 -33

中南米 31 103 4 6 0 146 12 23 3 1 -2 38

その他の地域 10 199 0 0 1 212 -19 37 -2 0 0 15

982 3,047 100 907 257 5,294 -385 -490 -16 -559 -27 -1,479

2021年3月期 前年同期比増減

海外計

地域

日本

合計
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				単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン				2021年3月期 ネン ガツキ												前年同期比増減 ゼンネン ドウキヒ ゾウゲン

				地域 チイキ				ﾅｯﾄﾗﾝﾅ		ﾊﾝﾄﾞ		ｻｰﾎﾞﾌﾟﾚｽ		ネジ締付装置 シメツケ ソウチ		修理点検 シュウリテンケン		計 ケイ		ﾅｯﾄﾗﾝﾅ		ﾊﾝﾄﾞ		ｻｰﾎﾞﾌﾟﾚｽ		ネジ締付装置 シメツケ ソウチ		修理点検 シュウリテンケン		計 ケイ

				日本 ニホン				457		908		30		682		157		2,237		(214)		(589)		(23)		(497)		(22)		(1,348)

				海外計 カイガイ ケイ				524		2,138		69		225		99		3,057		(171)		99		6		(61)		(4)		(131)

				

Hewlett-Packard: 「不明」を含む		アジア		373		706		53		173		27		1,333		(114)		55		9		(91)		(9)		(151)

						北米 ホクベイ		109		1,129		11		44		69		1,364		(49)		(16)		(2)		28		7		(33)

						中南米 チュウ ナンベイ		31		103		4		6		0		146		12		23		3		1		(2)		38

						その他の地域 タ チイキ		10		199		0		0		1		212		(19)		37		(2)		0		0		15

				合計 ゴウケイ				982		3,047		100		907		257		5,294		(385)		(490)		(16)		(559)		(27)		(1,479)
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前連結会計年度
(自 2019年３月21日

　至 2020年３月20日)

当連結会計年度
(自 2020年３月21日

　至 2021年３月20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 1,754,134 1,072,744

　減価償却費 127,964 147,984

　貸倒引当金の増減額（△は減少） 28 △366

　賞与引当金の増減額（△は減少） 7,833 2,603

　製品保証引当金の増減額（△は減少） △18,321 △11,000

　退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △255 36,833

　受取利息及び受取配当金 △2,926 △2,882

　支払利息 701 3

　為替差損益（△は益） 139 43

　持分法による投資損益（△は益） △4,574 △5,348

　受取保険金 △1,500 －

　売上債権の増減額（△は増加） △249,626 321,089

　たな卸資産の増減額（△は増加） 191,194 △100,940

　仕入債務の増減額（△は減少） △49,542 △66,110

　未払金の増減額（△は減少） △31,314 △94,706

　未収消費税等の増減額（△は増加） 21,187 △12,140

　未払消費税等の増減額（△は減少） 38,350 △38,299

　その他 17,670 66,530

　小計 1,801,142 1,316,036

　利息及び配当金の受取額 2,926 2,884

　保険金の受取額 1,500 －

　利息の支払額 △701 △3

　法人税等の支払額 △648,800 △337,814

　営業活動によるキャッシュ・フロー 1,156,067 981,103

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 △60,000 △20,000

　定期預金の払戻による収入 71,000 60,000

　有形固定資産の取得による支出 △562,531 △25,410

　無形固定資産の取得による支出 △26,733 △20,387

　投資有価証券の取得による支出 △4,930 △5,249

　その他 △21 1,278

　投資活動によるキャッシュ・フロー △583,217 △9,770

財務活動によるキャッシュ・フロー

　短期借入れによる収入 600,000 －

　短期借入金の返済による支出 △600,000 －

　リース債務の返済による支出 △1,854 △2,826

　自己株式の取得による支出 △1,263,923 △309

　配当金の支払額 △233,752 △240,429

　財務活動によるキャッシュ・フロー △1,499,529 △243,565

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,002 △21,111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △925,677 706,656

現金及び現金同等物の期首残高 1,429,767 504,090

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 504,090 ※ 1,210,747

連結キャッシュフロー
計算書


連結キャッシュ・フロー計算書

						前連結会計年度
(自 2019年３月21日
　至 2020年３月20日)				当連結会計年度
(自 2020年３月21日
　至 2021年３月20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				1,754,134				1,072,744

		　減価償却費				127,964				147,984

		　貸倒引当金の増減額（△は減少）				28				△366

		　賞与引当金の増減額（△は減少）				7,833				2,603

		　製品保証引当金の増減額（△は減少）				△18,321				△11,000

		　退職給付に係る負債の増減額（△は減少）				△255				36,833

		　受取利息及び受取配当金				△2,926				△2,882

		　支払利息				701				3

		　為替差損益（△は益）				139				43

		　持分法による投資損益（△は益）				△4,574				△5,348

		　受取保険金				△1,500				－

		　売上債権の増減額（△は増加）				△249,626				321,089

		　たな卸資産の増減額（△は増加）				191,194				△100,940

		　仕入債務の増減額（△は減少）				△49,542				△66,110

		　未払金の増減額（△は減少） ミバライキン				△31,314				△94,706

		　未収消費税等の増減額（△は増加）				21,187				△12,140

		　未払消費税等の増減額（△は減少） ミバライ ゲンショウ				38,350				△38,299

		　その他				17,670				66,530

		　小計				1,801,142				1,316,036

		　利息及び配当金の受取額				2,926				2,884

		　保険金の受取額				1,500				－

		　利息の支払額				△701				△3

		　法人税等の支払額				△648,800				△337,814

		　営業活動によるキャッシュ・フロー				1,156,067				981,103

		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				△60,000				△20,000

		　定期預金の払戻による収入				71,000				60,000

		　有形固定資産の取得による支出				△562,531				△25,410

		　無形固定資産の取得による支出				△26,733				△20,387

		　投資有価証券の取得による支出				△4,930				△5,249

		　その他				△21				1,278

		　投資活動によるキャッシュ・フロー				△583,217				△9,770

		財務活動によるキャッシュ・フロー

		　短期借入れによる収入				600,000				－

		　短期借入金の返済による支出				△600,000				－

		　リース債務の返済による支出				△1,854				△2,826

		　自己株式の取得による支出				△1,263,923				△309

		　配当金の支払額				△233,752				△240,429

		　財務活動によるキャッシュ・フロー				△1,499,529				△243,565

		現金及び現金同等物に係る換算差額				1,002				△21,111

		現金及び現金同等物の増減額（△は減少）				△925,677				706,656

		現金及び現金同等物の期首残高				1,429,767				504,090

		現金及び現金同等物の期末残高		※		504,090		※		1,210,747
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売上高 百万円 4,981 6,612 6,773 5,294

営業利益 百万円 1,253 1,734 1,772 1,055

経常利益 百万円 1,261 1,743 1,754 1,072

当期利益 百万円 858 1,135 1,193 729

EPS 円 315.73 417.70 460.78 294.34

配当金／１株 円 65 86 97 61

配当金総額 百万円 176 233 240 151

配当性向 ％ 20.6% 20.6% 21.1% 20.7%

2021年3月期年度 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期配当金


Sheet1

				配当金 ハイトウ キン

				年度 ネンド				2017年3月期 ネン ガツ キ		2018年3月期 ネン ガツ キ		2019年3月期 ネン ガツ キ		2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ		2022年3月期
（予想） ネン ガツ キ ヨソウ



				売上高 ウリアゲ ダカ		百万円 ヒャクマンエン		4,136		4,981		6,612		6,773		5,294		5,969

				営業利益 エイギョウ リエキ		百万円 ヒャクマンエン		915		1,253		1,734		1,772		1,055		1,085

				経常利益 ケイジョウ リエキ		百万円 ヒャクマンエン		929		1,261		1,743		1,754		1,072		1,097

				当期利益 トウキ リエキ		百万円 ヒャクマンエン		598		858		1,135		1,193		729		762



				EPS		円 エン		220.17		315.73		417.70		460.78		294.34		307.39

				配当金／１株 ハイトウキン カブ		円 エン		48		65		86		97		61		64

				配当金総額 ハイトウキン ソウガク		百万円 ヒャクマンエン		130		176		233		240		151		159

				配当性向 ハイトウ セイコウ		％		21.8%		20.6%		20.6%		21.1%		20.7%		20.8%
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連結業績５期比較 単位:百万円 連結利益率５期比較
年度 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 年度 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期

売上高 4,136 4,981 6,612 6,773 5,294 売上高 100% 100% 100% 100% 100%
売上総利益 1,705 2,177 2,900 3,105 2,332 売上総利益 41% 44% 44% 46% 44%
営業利益 915 1,253 1,734 1,772 1,055 営業利益 22% 25% 26% 26% 20%
経常利益 929 1,261 1,743 1,754 1,072 経常利益 22% 25% 26% 26% 20%
当期利益 598 858 1,135 1,193 729 当期利益 14% 17% 17% 18% 14%

連結売上高セグメント別５期比較 ※ＰＫはハ 単位:百万円 連結売上高地域別５期比較 単位:百万円

セグメント 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 地域 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期

ﾊﾝﾄﾞ 2,117 2,723 3,235 3,537 3,047 日本 1,966 2,314 3,485 3,585 2,237
ﾅｯﾄﾗﾝﾅ 1,035 1,115 1,614 1,368 982 北米 768 1,383 1,051 1,397 1,364
装置 690 754 1,340 1,467 907 アジア 1,074 932 1,683 1,485 1,333
ｻｰﾎﾞﾌﾟﾚｽ 100 139 180 116 100 中南米 185 165 160 108 146
修理点検 191 248 240 284 257 その他海外 140 186 230 196 212
総計 4,136 4,981 6,612 6,773 5,294 総計 4,136 4,981 6,612 6,773 5,294
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サマリー

		連結損益計算書サマリー レンケツ ソンエキ ケイサンショ										2021年3月期																【単位：百万円】 タンイ ヒャクマン エン

		勘定科目 カンジョウ カモク		ESTIC		ETC		EAI		単純合計 タンジュン ゴウケイ		ECC
持分法損益 モ ブン ホウ ソンエキ		連  結 レン ケツ						公表予算 コウヒョウ ヨサン				前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

																				通期予算 ツウキ ヨサン		進捗率 シンチョク リツ		前期実績 ゼンキ ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		前期比 ゼンキ ヒ

		売上高		4,873		179		1,077		6,130				5,294		100.0%				5,217		101%		6,773		100%		78.2%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1,942		71		291		2,304				2,332		44.1%								3,105		43.8%		75.1%

		営業利益		968		31		27		1,028				1,055		19.9%				1,008		105%		1,772		26.2%		59.5%

		経常利益		993		32		14		1,040		5		1,072		20.3%				1,016		106%		1,754		26.3%		61.1%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		683		25		10		719				729		13.8%				681		107%		1,193		17.1%		61.1%



		連結貸借対照表サマリー レンケツ タイシャク タイショウヒョウ								2021年3月期 ネン ガツキ								【単位：百万円】 タンイ ヒャクマン エン

		勘定科目 カンジョウ カモク		ESTIC		ETC		EAI		単純合計 タンジュン ゴウケイ		連　結 レン ケツ				前期末 ゼンキマツ		当期増減 トウキ ゾウゲン

		流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ		4,819		131		936		5,887		5,172				4,785		387		現預金　　 ＋６６６
売掛債権　△３４１
在庫　　　　  ＋９４ ゲン ヨキン ウリカケサイケン ザイコ

		有形固定資産合計 ユウケイ コテイ シサン ゴウケイ		1,725		0		51		1,777		1,777				1,873		△ 96		減価償却　△９８ ゲンカ ショウキャク

		無形固定資産合計 ムケイ コテイ シサン ゴウケイ		46		0		0		46		46				42		4

		その他投資資産合計 タ トウシ シサン ゴウケイ		359		2		0		361		511				471		40

		総資産合計 ソウシサン ゴウケイ		6,950		133		988		8,072		7,508				7,173		335

		流動負債合計 リュウドウ フサイ ゴウケイ		610		17		691		1,319		691				894		△ 203		買掛金　　　△６７
未払金　　　△９６ カイカケ キン ミハライ キン

		長期負債合計 チョウキ フサイ ゴウケイ		251		1		4		257		290				253		37		退職給付引当金＋３７ タイショク キュウフ ヒキアテ キン

		負債合計 フサイ ゴウケイ		861		19		696		1,577		981				1,148		△ 167

		株主資本合計 カブヌシ シホン ゴウケイ		6,053		109		309		6,472		6,450				5,961		489		剰余金　＋４８９ ジョウヨキン

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		6,089		114		291		6,495		6,526				6,025		501

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン		6,950		133		988		8,072		7,508				7,173		335

		※短信・四半期報告書とは表示集約等により純資産以外は相違する場合があります。 タンシン シハンキ ホウコク ショ ヒョウジ シュウヤク トウ ジュンシサン イガイ ソウイ バアイ



		単体業績推移　(連結調整含まず） タンタイ ギョウセキ スイイ レンケツ チョウセイ フク														【単位：百万円】 タンイ ヒャクマン エン

		期 キ				2016年3月期 ネン ガツ キ		2017年3月期 ネン ガツ キ		2018年3月期 ネン ガツ キ		2019年3月期 ネン ガツ キ		2020年3月期 ネン ガツ キ		2021年3月期

		ＥＳＴＩＣ		売上高 ウリアゲ ダカ		3,454		4,011		4,594		6,321		6,473		4,873

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		411		577		715		1,108		1,181		683

		ＥＴＣ		売上高 ウリアゲ ダカ		115		83		148		188		215		179

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		(16)		(10)		21		21		33		25

		ＥＡＩ		売上高 ウリアゲ ダカ		355		560		1,046		838		1,114		1,077

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		21		43		116		22		30		10

		ＥＣＣ		持分法損益 モチブン ホウ ソンエキ		50		27		23		7		4		5



&P	




国別品種別売上

		連結国別品種別売上高 レンケツ クニベツ ヒンシュベツ ウリアゲダカ

		単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

		2020年3月期 ネン ガツキ																2021年3月期 ネン ガツキ																前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		国名 コクメイ		ﾅｯﾄﾗﾝﾅ		ﾊﾝﾄﾞ		ｻｰﾎﾞﾌﾟﾚｽ		装置		ｻｰﾋﾞｽ		総計				国名 コクメイ		ﾅｯﾄﾗﾝﾅ		ﾊﾝﾄﾞ		ｻｰﾎﾞﾌﾟﾚｽ		装置		ｻｰﾋﾞｽ		総計				国名 コクメイ		ﾅｯﾄﾗﾝﾅ		ﾊﾝﾄﾞ		ｻｰﾎﾞﾌﾟﾚｽ		装置		ｻｰﾋﾞｽ		総計

		ｱﾒﾘｶ		158		1,063		14		15		61		1,312				ｱﾒﾘｶ		109		1,062		11		44		69		1,297				ｱﾒﾘｶ		(48)		(1)		(2)		28		8		(15)

		中国		270		387		35		109		1		802				中国		237		473		23		54		2		791				中国		(32)		86		(11)		(55)		1		(11)

		ﾀｲ		102		111		4		16		27		263				ﾀｲ		65		77		24		90		19		277				ﾀｲ		(36)		(34)		19		73		(7)		14

		ﾒｷｼｺ		15		40		1		5		2		64				ﾒｷｼｺ		24		65		4		6		0		101				ﾒｷｼｺ		8		25		3		1		(1)		36

		韓国		33		29		0		0		3		66				韓国		41		31		0		0		1		74				韓国		7		1		0		0		(2)		7

		ｶﾅﾀﾞ		1		82		0		0		1		84				ｶﾅﾀﾞ		0		66		0		0		0		67				ｶﾅﾀﾞ		0		(15)		0		0		(1)		(17)

		ｲﾝﾄﾞ		15		35		3		75		0		130				ｲﾝﾄﾞ		8		34		0		16		0		59				ｲﾝﾄﾞ		(6)		0		(3)		(59)		0		(70)

		ﾌﾞﾗｼﾞﾙ		3		39		0		0		0		43				ﾌﾞﾗｼﾞﾙ		7		38		0		0		0		45				ﾌﾞﾗｼﾞﾙ		3		(1)		0		0		0		1

		台湾		4		10		0		0		0		15				台湾		5		34		3		0		0		43				台湾		0		24		3		0		0		28

		ｲﾀﾘｱ		6		39		0		0		0		46				ｲﾀﾘｱ		1		34		0		0		0		35				ｲﾀﾘｱ		(5)		(4)		0		0		0		(10)

		ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ		42		35		0		63		4		145				ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ		2		12		0		12		3		31				ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ		(39)		(22)		0		(51)		0		(114)

		ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ		0		19		0		0		0		19				ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ		1		26		0		0		0		28				ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ		1		7		0		0		0		9

		ﾌﾗﾝｽ		0		7		1		0		0		8				ﾌﾗﾝｽ		0		28		0		0		0		28				ﾌﾗﾝｽ		0		20		(1)		0		0		19

		ﾁｪｺ		13		3		0		0		0		17				ﾁｪｺ		0		26		0		0		0		27				ﾁｪｺ		(12)		22		0		0		0		9

		ｽﾍﾟｲﾝ		0		39		0		0		0		39				ｽﾍﾟｲﾝ		0		26		0		0		0		27				ｽﾍﾟｲﾝ		0		(12)		0		0		0		(12)

		ﾍﾞﾄﾅﾑ		3		17		0		0		0		21				ﾍﾞﾄﾅﾑ		4		21		0		0		0		26				ﾍﾞﾄﾅﾑ		0		4		0		0		0		4

		ﾊﾝｶﾞﾘｰ		5		8		0		0		0		13				ﾊﾝｶﾞﾘｰ		2		16		0		0		0		19				ﾊﾝｶﾞﾘｰ		(2)		8		0		0		0		5

		ﾌｨﾘﾋﾟﾝ		0		2		0		0		0		2				ﾌｨﾘﾋﾟﾝ		1		12		0		0		0		14				ﾌｨﾘﾋﾟﾝ		1		9		0		0		0		11

		ﾏﾚｰｼｱ		12		21		0		0		0		34				ﾏﾚｰｼｱ		5		7		0		0		0		14				ﾏﾚｰｼｱ		(7)		(13)		0		0		0		(20)

		ﾛｼｱ		0		4		0		0		0		4				ﾛｼｱ		3		10		0		0		0		13				ﾛｼｱ		3		5		0		0		0		8

		ｲｷﾞﾘｽ		0		26		0		0		0		26				ｲｷﾞﾘｽ		0		6		0		0		0		6				ｲｷﾞﾘｽ		0		(20)		0		0		0		(20)

		ﾍﾞﾙｷﾞｰ		0		4		0		0		0		4				ﾍﾞﾙｷﾞｰ		0		6		0		0		0		6				ﾍﾞﾙｷﾞｰ		0		1		0		0		0		1

		ﾄﾞｲﾂ		0		0		0		0		0		1				ﾄﾞｲﾂ		0		5		0		0		0		5				ﾄﾞｲﾂ		0		5		0		0		0		4

		ﾄﾙｺ		1		7		0		0		0		8				ﾄﾙｺ		0		4		0		0		0		4				ﾄﾙｺ		(1)		(3)		0		0		0		(4)

		ｽﾛﾊﾞｷｱ		0		2		0		0		0		2				ｽﾛﾊﾞｷｱ		0		3		0		0		0		3				ｽﾛﾊﾞｷｱ		0		1		0		0		0		1

		ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ		3		0		0		0		0		3				ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ		1		1		0		0		0		2				ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ		(2)		1		0		0		0		0

		南ｱﾌﾘｶ		0		0		0		0		0		0				南ｱﾌﾘｶ		0		2		0		0		0		2				南ｱﾌﾘｶ		0		2		0		0		0		2

		ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ		2		0		0		0		0		2				ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ		0		0		0		0		0		1				ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ		(1)		0		0		0		0		(1)

				0		0		0		0		0		0				ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ		0		0		0		0		0		0				ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ		0		0		0		0		0		0

				0		0		0		0		0		0				ﾁｭﾆｼﾞｱ		0		0		0		0		0		0				ﾁｭﾆｼﾞｱ		0		0		0		0		0		0

		ｵﾗﾝﾀﾞ		0		0		0		0		0		0				ｵﾗﾝﾀﾞ		0		0		0		0		0		0				ｵﾗﾝﾀﾞ		0		0		0		0		0		0

		海外計 カイガイ ケイ		696		2,039		62		286		103		3,188				海外計 カイガイ ケイ		524		2,138		69		225		99		3,057				海外計 カイガイ ケイ		(171)		99		6		(61)		(4)		(131)

		日本		671		1,498		53		1,180		180		3,585				日本		457		908		30		682		157		2,237				日本		(214)		(589)		(23)		(497)		(22)		(1,348)

		総計		1,368		3,537		116		1,467		284		6,773				総計		982		3,047		100		907		257		5,294				総計		(385)		(490)		(16)		(559)		(27)		(1,479)



		地域 チイキ		ﾅｯﾄﾗﾝﾅ		ﾊﾝﾄﾞ		ｻｰﾎﾞﾌﾟﾚｽ		装置		ｻｰﾋﾞｽ		総計				地域 チイキ		ﾅｯﾄﾗﾝﾅ		ﾊﾝﾄﾞ		ｻｰﾎﾞﾌﾟﾚｽ		装置		ｻｰﾋﾞｽ		総計				地域 チイキ		ﾅｯﾄﾗﾝﾅ		ﾊﾝﾄﾞ		ｻｰﾎﾞﾌﾟﾚｽ		装置		ｻｰﾋﾞｽ		総計

		アジア

Hewlett-Packard: 「不明」を含む		488		651		44		265		37		1,485				アジア

Hewlett-Packard: 「不明」を含む		

Hewlett-Packard: 「不明」を含む																		373		706		53		173		27		1,333				アジア

Hewlett-Packard: 「不明」を含む		(114)		55		9		(91)		(9)		(151)

		北米 ホクベイ		159		1,146		14		15		62		1,397				北米 ホクベイ		109		1,129		11		44		69		1,364				北米 ホクベイ		(49)		(16)		(2)		28		7		(33)

		中南米 チュウ ナンベイ		18		80		1		5		2		108				中南米 チュウ ナンベイ		31		103		4		6		0		146				中南米 チュウ ナンベイ		12		23		3		1		(2)		38

		その他の地域 タ チイキ		30		162		2		0		2		196				その他の地域 タ チイキ		10		199		0		0		1		212				その他の地域 タ チイキ		(19)		37		(2)		0		0		15

		海外売上合計 カイガイ ウリアゲ ゴウケイ		696		2,039		62		286		103		3,188				海外売上合計 カイガイ ウリアゲ ゴウケイ		524		2,138		69		225		99		3,057				海外売上合計 カイガイ ウリアゲ ゴウケイ		(171)		99		6		(61)		(4)		(131)

		日本 ニホン		671		1,498		53		1,180		180		3,585				日本 ニホン		457		908		30		682		157		2,237				日本 ニホン		(214)		(589)		(23)		(497)		(22)		(1,348)

		合計 ゴウケイ		1,368		3,537		116		1,467		284		6,773				合計 ゴウケイ		982		3,047		100		907		257		5,294				合計 ゴウケイ		(385)		(490)		(16)		(559)		(27)		(1,479)

		※その他の地域　「中東、欧州、ｱﾌﾘｶ」 タ チイキ																※その他の地域　「中東、欧州、ｱﾌﾘｶ」 タ チイキ																※その他の地域　「中東、欧州、ｱﾌﾘｶ」 タ チイキ
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四半期業績推移

		連結四半期業績推移 レンケツ シハンキ ギョウセキ スイイ																																																																																																																										単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

								2016年３月期 ネン ガツ キ								２０１７年３月期 ネン ガツ キ																				２０１８年３月期 ネン ガツ キ																				2019年3月期 ネン ガツ キ																						2020年3月期 ネン ガツキ																								2021年3月期 ネン ガツキ

								１Q計 ケイ		２Q計 ケイ		３Q計 ケイ		４Q計 ケイ		１Q計 ケイ				２Q計 ケイ				３Q計 ケイ				４Q計 ケイ				年計 ネンケイ				１Q計 ケイ				２Q計 ケイ				３Q計 ケイ				4Q計 ケイ				年計 ネンケイ				１Q計 ケイ				２Q計 ケイ				３Q計 ケイ				4Q計 ケイ				年計 ネンケイ				前期比 ゼンキ ヒ		１Q計 ケイ				２Q計 ケイ				３Q計 ケイ				４Q計 ケイ				年計 ネンケイ				前期比
増減額 ゼンキ ヒ ゾウゲン ガク		前期比 ゼンキヒ		１Q計 ケイ				２Q計 ケイ				3Q計 ケイ				４Q計 ケイ				年計 ネンケイ				前期比
増減額 ゼンキ ヒ ゾウゲン ガク		前期比 ゼンキヒ

		品種別売上高 ヒンシュ ベツ ウリアゲ ダカ		ﾊﾝﾄﾞ				273		414		415		469		688		52.9%		428		48.0%		530		53.3%		472		49.7%		2,118		51.2%		564		59.2%		737		53.2%		719		54.0%		703		53.6%		2,723		54.7%		769		45.9%		924		52.9%		946		46.5%		596		51.7%		3,235		48.9%		118.8%		1,040		49.4%		916		48.1%		723		58.1%		856		56.4%		3,537		52.2%		301		109.3%		827		58.5%		548		47.7%		823		56.5%		849		66.6%		3,047		57.6%		301		87.8%

isejima: 国別品種別利上げ高の円単位増減より算出						ﾊﾝﾄﾞ

				ﾅｯﾄﾗﾝﾅ				349		169		266		209		294		22.6%		210		23.6%		336		33.8%		196		20.7%		1,036		25.0%		239		25.1%		326		23.5%		260		19.5%		290		22.1%		1,115		22.4%		418		24.9%		478		27.3%		409		20.1%		309		26.8%		1,614		24.4%		144.8%		334		15.9%		454		23.9%		277		22.2%		301		19.8%		1,368		20.2%		-246		84.7%		205		14.5%		236		20.6%		270		18.5%		271		21.3%		982		18.5%		-246		71.8%						ﾅｯﾄﾗﾝﾅ

				装置				80		290		37		324		254		19.5%		181		20.3%		55		5.5%		199		21.0%		691		16.7%		53		5.6%		237		17.1%		263		19.8%		201		15.3%		754		15.1%		403		24.0%		223		12.8%		540		26.5%		174		15.1%		1,340		20.3%		177.7%		623		29.6%		435		22.9%		153		12.3%		254		16.7%		1,467		21.7%		126		109.4%		309		21.9%		252		22.0%		265		18.2%		81		6.4%		907		17.1%		126		61.9%						装置

				ｻｰﾎﾞﾌﾟﾚｽ				32		50		17		17		28		2.2%		25		2.8%		20		2.0%		25		2.6%		101		2.4%		41		4.3%		22		1.6%		37		2.8%		39		3.0%		139		2.8%		28		1.7%		63		3.6%		76		3.7%		13		1.1%		180		2.7%		129.5%		42		2.0%		24		1.3%		23		1.8%		26		1.7%		116		1.7%		-64		64.4%		27		1.9%		37		3.2%		23		1.6%		13		1.0%		100		1.9%		-64		86.1%						ｻｰﾎﾞﾌﾟﾚｽ				国別品種別売上高　四半期推移傾向分析 クニベツ ヒンシュベツ ウリアゲダカ シハンキ スイイ ケイコウ ブンセキ

				修理点検 シュウリ テンケン				36		45		36		36		36		2.8%		43		4.8%		52		5.2%		59		6.2%		191		4.6%		53		5.6%		65		4.7%		52		3.9%		78		5.9%		248		5.0%		56		3.3%		59		3.4%		64		3.1%		61		5.3%		240		3.6%		96.8%		64		3.0%		72		3.8%		68		5.5%		79		5.2%		284		4.2%		44		118.3%		44		3.1%		74		6.4%		73		5.0%		66		5.2%		257		4.9%		44		70.2%						修理点検 シュウリ テンケン														※前四半期比 ゼン シハンキ ヒ

		地域別売上高 チイキ ベツ ウリアゲ ダカ				アジア

Hewlett-Packard: 「不明」を含む		228		217		142		185		310		23.8%		249		27.9%		313		31.5%		202		21.3%		1,075		26.0%		176		18.5%		239		17.2%		245		18.4%		272		20.7%		932		18.7%		351		20.9%		544		31.1%		533		26.2%		255		22.1%		1,683		25.5%		180.6%		496		23.6%		382		20.1%		270		21.7%		335		22.1%		1,485		21.9%		-197		88.3%		355		25.1%		367		32.0%		360		24.7%		251		19.7%		1,333		25.2%		-197		89.8%						アジア						1Q　期間 キカン												2Q　期間 キカン												3Q　期間 キカン												4Q　期間 キカン

						北米 ホクベイ		128		193		111		181		297		22.8%		154		17.3%		127		12.8%		190		20.0%		769		18.6%		273		28.6%		560		40.4%		218		16.4%		332		25.3%		1,383		27.8%		253		15.1%		375		21.5%		237		11.6%		186		16.1%		1,051		15.9%		76.0%		298		14.2%		363		19.1%		249		20.0%		486		32.0%		1,397		20.6%		345		132.9%		402		28.4%		227		19.8%		388		26.6%		347		27.2%		1,364		25.8%		345		97.6%						北米 ホクベイ						NR		HN		SP		ME		MS		計 ケイ		NR		HN		SP		ME		MS		計 ケイ		NR		HN		SP		ME		MS		計 ケイ		NR		HN		SP		ME		MS		計 ケイ

						中南米 チュウ ナンベイ		18		94		71		19		29		2.2%		25		2.8%		98		9.8%		33		3.5%		185		4.5%		14		1.5%		65		4.7%		62		4.7%		24		1.8%		165		3.3%		49		2.9%		25		1.4%		59		2.9%		27		2.3%		160		2.4%		97.0%		32		1.5%		26		1.4%		20		1.6%		29		1.9%		108		1.6%		-52		67.4%		16		1.1%		30		2.6%		66		4.5%		34		2.7%		146		2.8%		-52		135.3%						中南米 チュウ ナンベイ				日本 ニホン		87		214		16		219		33		571		94		163		1		189		41		487		114		207		10		210		44		586		162		324		3		64		39		593

						その他の地域 タ チイキ		38		28		42		7		35		2.7%		49		5.5%		39		3.9%		17		1.8%		141		3.4%		47		4.9%		41		3.0%		58		4.4%		40		3.1%		186		3.7%		52		3.1%		86		4.9%		48		2.4%		44		3.8%		230		3.5%		123.7%		47		2.2%		50		2.6%		61		4.9%		36		2.4%		196		2.9%		-33		85.3%		68		4.8%		37		3.2%		55		3.8%		52		4.1%		212		4.0%		-33		107.8%						その他の地域 タ チイキ				ｱﾒﾘｶ		29		359		4		0		2		396		28		162		6		2		29		226		36		264		0		42		23		366		16		277		1		0		15		309

				海外売上合計 カイガイ ウリアゲ ゴウケイ				414		534		367		393		673		51.7%		477		53.5%		576		57.9%		443		46.7%		2,170		52.5%		512		53.7%		904		65.2%		583		43.8%		668		51.0%		2,667		53.5%		706		42.1%		1,032		59.0%		874		42.9%		514		44.6%		3,126		47.3%		117.2%		874		41.5%		823		43.2%		602		48.4%		887		58.4%		3,188		47.1%		61		102.0%		842		59.5%		661		57.6%		871		59.8%		683		53.6%		3,057		57.7%		61		95.6%						海外売上合計 カイガイ ウリアゲ ゴウケイ				中国		34		95		5		3		0		139		65		127		9		40		1		242		82		169		6		5		0		263		56		82		3		6		1		147

				日本 ニホン				358		436		405		663		628		48.3%		413		46.4%		419		42.1%		506		53.3%		1,967		47.6%		441		46.3%		482		34.8%		747		56.1%		644		49.1%		2,314		46.5%		969		57.8%		716		41.0%		1,161		57.1%		639		55.4%		3,485		52.7%		150.6%		1,230		58.4%		1,080		56.8%		643		51.6%		631		41.6%		3,585		52.9%		99		102.8%		571		40.4%		487		42.4%		585		40.2%		594		46.6%		2,237		42.3%		99		62.4%						日本 ニホン				ﾀｲ		21		49		1		79		5		156		19		12		20		0		1		54		14		7		2		0		5		27		11		9		1		11		8		40

		売上高合計 ウリアゲ ダカ ゴウケイ						772		971		773		1,057		1,301		100%		891		100%		995		100%		949		100%		4,136		100%		953		100%		1,386		100%		1,331		100%		1,311		100%		4,981		100%		1,676		100%		1,748		100%		2,035		100%		1,153		100%		6,612		100%		132.7%		2,105		100%		1,903		100%		1,245		100%		1,518		100%		6,773		100%		160		102.4%		1,414		100%		1,148		100%		1,457		100%		1,275		100%		5,294		100%		160		78.2%						売上高合計 ウリアゲ ダカ ゴウケイ				ﾒｷｼｺ		4		6		0		2		0		14		13		11		0		2		0		25		3		29		4		1		0		37		4		19		0		1		0		25

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ														554		42.6%		360		40.4%		436		43.8%		355		37.4%		1,705		41.2%		469		49.2%		597		43.1%		568		42.7%		543		41.4%		2,177		43.7%		661		39.4%		849		48.6%		863		42.4%		527		45.7%		2,900		43.9%		133.2%		941		44.7%		908		47.7%		613		49.2%		642		42.3%		3,105		45.8%		205		107.1%		609		43.1%		480		41.8%		630		43.2%		613		48.1%		2,332		44.0%		2,332		75.1%						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				韓国		17		8		0		0		0		26		4		5		0		0		0		9		11		11		0		0		1		23		9		7		0		0		0		16

		販売費一般管理費 ハンバイヒ イッパン カンリヒ																																																						247		14.7%		250		14.3%		296		14.5%		376		32.6%		1166		17.6%				294		14.0%		349		18.3%		318		25.5%		372		24.5%		1,333		19.7%				114.3%		323		22.8%		313		27.3%		316		21.7%		324		25.4%		1,276		24.1%				95.7%						販管費 ハンカンヒ

		営業利益 エイギョウ リエキ														372		28.6%		168		18.9%		251		25.2%		124		13.1%		915		22.1%		258		27.1%		380		27.4%		366		27.5%		249		19.0%		1,253		25.2%		414		24.7%		599		34.3%		567		27.9%		151		13.1%		1,734		26.2%		138.4%		647		30.7%		559		29.4%		295		23.7%		270		17.8%		1,772		26.2%		38		102.2%		286		20.2%		167		14.5%		314		21.6%		288		22.6%		1,055		19.9%		1054.7383729514		59.5%						営業利益 エイギョウ リエキ

		経常利益 ケイジョウ リエキ														358		27.5%		145		16.3%		253		25.4%		173		18.2%		929		22.5%		253		26.5%		374		27.0%		374		28.1%		260		19.8%		1,261		25.3%		393		23.4%		642		36.7%		544		26.7%		164		14.2%		1,743		26.4%		138.2%		642		30.5%		524		27.5%		314		25.2%		273		18.0%		1,754		25.9%		11		100.6%		284		20.1%		161		14.0%		324		22.2%		303		23.8%		1,072		20.2%		1071.7410305625		61.1%						経常利益 ケイジョウ リエキ

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ														239		18.4%		102		11.4%		166		16.7%		91		9.6%		598		14.5%		180		18.9%		244		17.6%		254		19.1%		180		13.7%		858		17.2%		264		15.8%		398		22.8%		366		18.0%		107		9.3%		1,135		17.2%		132.3%		437		20.8%		355		18.7%		190		15.3%		211		13.9%		1,193		17.6%		58		105.1%		190		13.4%		105		9.1%		222		15.2%		212		16.6%		729		13.8%		728.8238594419		61.1%						当期純利益 トウキ ジュンリエキ



		人件費 ジンケンヒ

伊勢嶋: 製造人件費→有報（単体：労務費）
販管人件費→連結精算書																														787		19.0%																		901		18.1%																		1,143		17.3%		126.9%																		1,215		17.9%		72		106.3%																		1,180		17.9%		72		97.1%						人件費 ジンケンヒ

		設備投資総額 セツビ トウシ ソウガク

伊勢嶋: 有価証券報告書																														64		1.5%																		57		1.1%																		250		3.8%		438.6%																		551		8.1%		301		220.4%																		45		8.1%		301		8.2%						設備投資総額 セツビ トウシ ソウガク

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ

伊勢嶋: 有価証券報告書　C/F																														86		2.1%																		76		1.5%																		86		1.3%		113.2%																		119		1.8%		33		138.4%																		147		1.8%		33		123.5%						減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ

		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ

伊勢嶋: 有価証券報告書																														178		4.3%																		205		4.1%																		237		3.6%		115.6%																		314		4.6%		77		132.5%																		313		4.6%		77		99.7%						研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ

		為替損益 カワセ ソンエキ

伊勢嶋: 有価証券報告書				

Hewlett-Packard: 「不明」を含む																										-16		-0.4%																		-19		-0.4%																		-6		-0.1%		31.6%																		7		0.1%		13																				-14		0.1%		13								為替損益 カワセ ソンエキ

		持分法損益 モチブン ホウ ソンエキ

伊勢嶋: 有価証券報告書																														27																				23		0.5%																		7		0.1%		30.4%																		4		0.1%		-3																				5		0.1%		-3								持分法損益 モチブン ホウ ソンエキ

		人員(連結） ジンイン レンケツ

伊勢嶋: 有価証券報告書																														130																				151																				176				116.6%																		217				41		123.3%																		207				41		-10						人員(連結） ジンイン レンケツ

		EPS

伊勢嶋: 有価証券報告書																														220.17																				315.73																				417.70																						460.78																								294.34												EPS

		1株配当金 カブ ハイトウ キン																														48		21.8%																		65		20.6%																		86		20.6%																				97																								61												1株配当金 カブ ハイトウ キン
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四半期推移グラフ
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業績四半期推移



売上高合計	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	1676	1748	2035	1153	2105	1903	1245	1518	1414	1148	1457	1275	売上総利益	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	661	849	863	527	941	908	613	642	609	480	630	613	営業利益	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	414	599	567	151	647	559	295	270	286	167	314	288	経常利益	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	393	642	544	164	642	524	314	273	284	161	324	303	当期純利益	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	264	398	366	107	437	355	190	211	190	105	222	212	2019年3月期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年3月期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年3月期











品種別売上高四半期推移



ﾊﾝﾄﾞ	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	769	924	946	596	1040	916	723	856	827	548	823	849	ﾅｯﾄﾗﾝﾅ	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	418	478	409	309	334	454	277	301	205	236	270	271	装置	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	403	223	540	174	623	435	153	254	309	252	265	81	ｻｰﾎﾞﾌﾟﾚｽ	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	28	63	76	13	42	24	23	26	27	37	23	13	修理点検	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	56	59	64	61	64	72	68	79	44	74	73	66	2019年3月期　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年3月期　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年3月期











地域別売上高四半期推移



日本	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	969	716	1161	639	1230	1080	643	631	571	487	585	594	北米	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	253	375	237	186	298	363	249	486	402	227	388	347	アジア	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	351	544	533	255	496	382	270	335	355	367	360	251	中南米	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	49	25	59	27	32	26	20	29	16	30	66	34	その他海外	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	52	86	48	44	47	50	61	36	68	37	55	52	2019年3月期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年3月期　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年3月期











ナットランナ



ﾅｯﾄﾗﾝﾅ	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	418	478	409	309	334	454	277	301	205	236	270	271	ﾊﾝﾄﾞ	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	769	924	946	596	1040	916	723	856	827	548	823	849	装置	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	403	223	540	174	623	435	153	254	309	252	265	81	ｻｰﾎﾞﾌﾟﾚｽ	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	28	63	76	13	42	24	23	26	27	37	23	13	修理点検	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	56	59	64	61	64	72	68	79	44	74	73	66	2019年3月期　　　　　2020年3月期　　　　　2021年3月期 









ハンド



ﾊﾝﾄﾞ	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	769	924	946	596	1040	916	723	856	827	548	823	849	ﾅｯﾄﾗﾝﾅ	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	418	478	409	309	334	454	277	301	205	236	270	271	装置	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	403	223	540	174	623	435	153	254	309	252	265	81	ｻｰﾎﾞﾌﾟﾚｽ	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	28	63	76	13	42	24	23	26	27	37	23	13	修理	点検	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	56	59	64	61	64	72	68	79	44	74	73	66	2019年3月期　　　　　2020年3月期　　　　　2021年3月期









装置



装置	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	403	223	540	174	623	435	153	254	309	252	265	81	ﾊﾝﾄﾞ	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	769	924	946	596	1040	916	723	856	827	548	823	849	ﾅｯﾄﾗﾝﾅ	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	418	478	409	309	334	454	277	301	205	236	270	271	ｻｰﾎﾞﾌﾟﾚｽ	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	28	63	76	13	42	24	23	26	27	37	23	13	修理点検	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	56	59	64	61	64	72	68	79	44	74	73	66	2019年3月期　　　　2020年3月期　　　　　　2021年3月期









日本



日本	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	969	716	1161	639	1230	1080	643	631	571	487	585	594	北米	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	253	375	237	186	298	363	249	486	402	227	388	347	アジア	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	351	544	533	255	496	382	270	335	355	367	360	251	中南米	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	49	25	59	27	32	26	20	29	16	30	66	34	その他海外	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	52	86	48	44	47	50	61	36	68	37	55	52	2019年3月期　　　　　　2020年3月期　　　　2021年3月期









北米



北米	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	253	375	237	186	298	363	249	486	402	227	388	347	日本	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	96	9	716	1161	639	1230	1080	643	631	571	487	585	594	アジア	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	351	544	533	255	496	382	270	335	355	367	360	251	中南米	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	49	25	59	27	32	26	20	29	16	30	66	34	その他海外	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	52	86	48	44	47	50	61	36	68	37	55	52	2019年3月期　　　　　2020年3月期　　　　　2021年3月期









アジア



アジア	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	351	544	533	255	496	382	270	335	355	367	360	251	日本	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	969	716	1161	639	1230	1080	643	631	571	487	585	594	北米	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	253	375	237	186	298	363	249	486	402	227	388	347	中南米	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	49	25	59	27	32	26	20	29	16	30	66	34	その他海外	１Q	２Q	３Q	4Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	52	86	48	44	47	50	61	36	68	37	55	52	2019年3月期　　　　　2020年3月期　　　　　2021年3月期











業績5期比較

		連結業績５期比較 レンケツ ギョウセキ キ ヒカク										単位:百万円 タンイ ヒャクマンエン				連結利益率５期比較 レンケツ リエキ リツ キ ヒカク

		年度 ネンド		2017年3月期 ネン ガツキ		2018年3月期 ネン ガツキ		2019年3月期 ネン ガツキ		2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ				年度 ネンド		2017年3月期 ネン ガツキ		2018年3月期 ネン ガツキ		2019年3月期 ネン ガツキ		2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ

		売上高 ウリアゲ ダカ		4,136		4,981		6,612		6,773		5,294				売上高 ウリアゲ ダカ		100%		100%		100%		100%		100%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1,705		2,177		2,900		3,105		2,332				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		41%		44%		44%		46%		44%

		営業利益 エイギョウ リエキ		915		1,253		1,734		1,772		1,055				営業利益 エイギョウ リエキ		22%		25%		26%		26%		20%

		経常利益 ケイジョウ リエキ		929		1,261		1,743		1,754		1,072				経常利益 ケイジョウ リエキ		22%		25%		26%		26%		20%

		当期利益 トウキ リエキ		598		858		1,135		1,193		729				当期利益 トウキ リエキ		14%		17%		17%		18%		14%

		連結売上高セグメント別５期比較 ※ＰＫはハンドに含む レンケツ ウリアゲ ダカ ベツ キ ヒカク フク										単位:百万円 タンイ ヒャクマンエン				連結売上高地域別５期比較 レンケツ ウリアゲ ダカ チイキ ベツ キ ヒカク										単位:百万円 タンイ ヒャクマンエン

		セグメント		2017年3月期 ネン ガツキ		2018年3月期 ネン ガツキ		2019年3月期 ネン ガツキ		2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ				地域		2017年3月期 ネン ガツキ		2018年3月期 ネン ガツキ		2019年3月期 ネン ガツキ		2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ

		ﾊﾝﾄﾞ		2,117		2,723		3,235		3,537		3,047				日本		1,966		2,314		3,485		3,585		2,237

		ﾅｯﾄﾗﾝﾅ		1,035		1,115		1,614		1,368		982				北米		768		1,383		1,051		1,397		1,364

		装置		690		754		1,340		1,467		907				アジア

Hewlett-Packard: 「不明」を含む		1,074		932		1,683		1,485		1,333

		ｻｰﾎﾞﾌﾟﾚｽ		100		139		180		116		100				中南米		185		165		160		108		146

		修理点検 シュウリ テンケン		191		248		240		284		257				その他海外 カイガイ		140		186		230		196		212

		総計		4,136		4,981		6,612		6,773		5,294				総計 ソウケイ		4,136		4,981		6,612		6,773		5,294



		セグメントバランス５期比較 キ ヒカク

		セグメント		2017年3月期 ネン ガツキ		2018年3月期 ネン ガツキ		2019年3月期 ネン ガツキ		2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ

		ﾊﾝﾄﾞ		51%		55%		49%		52%		58%

		ﾅｯﾄﾗﾝﾅ		25%		22%		24%		20%		19%

		装置		17%		15%		20%		22%		17%

		ｻｰﾋﾞｽ		5%		5%		4%		4%		5%

		ｻｰﾎﾞﾌﾟﾚｽ		2%		3%		3%		2%		2%

		総計		100%		100%		100%		100%		100%



&P	


ﾊﾝﾄﾞ	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2117	2723	3235	3537	3047	ﾅｯﾄﾗﾝﾅ	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	1035	1115	1614	1368	982	装置	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	690	754	1340	1467	907	ｻｰﾎﾞﾌﾟﾚｽ	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	100	139	180	116	100	修理点検	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	191	248	240	284	257	売上高	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	4136	4981	6612	6773	5294	売上総利益	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	1705	2177	2900	3105	2332	営業利益	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	915	1253	1734	1772	1055	経常利益	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	929	1261	1743	1754	1072	当期利益	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	598	858	1135	1193	729	売上総利益	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	0.41223404255319152	0.43706083115840194	0.43859649122807015	0.45843791525173483	0.44049867774839441	営業利益	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	0.22122823984526113	0.25155591246737602	0.26225045372050815	0.26162704857522517	0.19928220627125048	経常利益	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	0.22461315280464217	0.25316201565950613	0.26361161524500909	0.25896943747231654	0.20249338874197204	当期利益	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	0.14458413926499034	0.17225456735595263	0.17165759225650332	0.17614055809833162	0.13770306006800151	売上高	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	1	1	1	1	1	日本	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	1966	2314	3485	3585	2237	北米	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	768	1383	1051	1397	1364	アジア	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	1074	932	1683	1485	1333	中南米	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	185	165	160	108	146	その他海外	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	140	186	230	196	212	ﾊﾝﾄﾞ	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	0.51184719535783363	0.54667737402128092	0.48926194797338174	0.5222205817215414	0.57555723460521346	ﾅｯﾄﾗﾝﾅ	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	0.25024177949709864	0.22385063240313191	0.2441016333938294	0.20197844382105418	0.18549301095579901	装置	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	0.16682785299806577	0.15137522585826138	0.20266182698124621	0.21659530488705153	0.17132602946732151	ｻｰﾋﾞｽ	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	4.6179883945841389E-2	4.9789198956032926E-2	3.6297640653357534E-2	4.1931197401446921E-2	4.8545523233849641E-2	ｻｰﾎﾞﾌﾟﾚｽ	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	202	1年3月期	2.4177949709864602E-2	2.7906042963260391E-2	2.7223230490018149E-2	1.712682710763325E-2	1.8889308651303362E-2	

連結業績予想

		連結業績予想 レンケツ ギョウセキ ヨソウ



		年度 ネンド						2104年3月期 ネン ガツキ		2015年3月期 ネン ガツキ		2016年3月期 ネン ガツ キ		2017年3月期 ネン ガツ キ		2020年３月期 ネン ガツ キ						2021年３月期 ネン ガツ キ						2022年3月期 ネン ガツ キ

						２５年３月期 ネン ガツキ																						編成予算 ヘンセイ ヨサン						公表業績予想 コウヒョウ ギョウセキ ヨソウ

																上期 カミキ		下期 シモキ		年計 ネンケイ		上期 カミキ		下期 シモキ		年計 ネンケイ		上期 カミキ		下期 シモキ		年計 ネンケイ		上期 カミキ		下期 シモキ		年計 ネンケイ		編成／公表 ヘンセイ コウヒョウ		前期比 ゼンキヒ

		売上高 ウリアゲ ダカ		百万円 ヒャクマンエン		2,497		2,733		2,903		3,573		4,136		4,008		2,765		6,773		2,562		2,732		5,294		2,886		3,083		5,969		2,886		3,083		5,969		100.0%		112.8%

		営業利益 エイギョウ リエキ		百万円 ヒャクマンエン		455		504		564		641		915		1,206		566		1,772		453		602		1,055		471		613		1,085		471		613		1,085		100.0%		102.8%

		経常利益 ケイジョウ リエキ		百万円 ヒャクマンエン		517		527		620		695		929		1,166		588		1,754		445		627		1,072		479		618		1,097		479		618		1,097		100.0%		102.3%

		当期利益 トウキ リエキ		百万円 ヒャクマンエン		292		318		370		458		598		792		401		1,193		295		434		729		331		431		762		331		431		762		100.0%		104.5%



		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		％		18.2%		18.4%		19.4%		17.9%		22.1%		30.1%		20.5%		26.2%		17.7%		22.0%		19.9%		16.3%		19.9%		18.2%		16.3%		19.9%		18.2%

		経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		％		20.7%		19.3%		21.4%		19.5%		22.5%		29.1%		21.3%		25.9%		17.4%		23.0%		20.3%		16.6%		20.0%		18.4%		16.6%		20.0%		18.4%



		売上高
前年比 ウリアゲ ダカ ゼンネン ヒ		％		-		109.5%		106.2%		123.1%		115.8%						163.8%						78.2%						112.8%						112.8%

		営業利益
前年比 エイギョウ リエキ ゼンネン ヒ		％		-		110.8%		111.9%		113.7%		142.7%						193.7%						59.5%						102.8%						102.8%

		経常利益
前年比 ケイジョウ リエキ ゼンネン ヒ		％		-		101.9%		117.6%		112.1%		133.7%						188.8%						61.1%						102.3%						102.3%

		当期利益
前年比 トウキ リエキ ゼンネン ヒ		％		-		108.9%		116.4%		123.8%		130.6%						199.5%						61.1%						104.5%						104.5%
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配当予想

		配当予想 ハイトウ ヨソウ

		年度 ネンド				２５年３月期 ネン ガツキ		2104年3月期 ネン ガツキ		2015年3月期 ネン ガツキ		2016年3月期 ネン ガツ キ		2017年3月期 ネン ガツ キ		2018年3月期 ネン ガツ キ		2019年3月期 ネン ガツ キ		2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ				2022年3月期
公表予算 ネン ガツ キ コウヒョウ ヨサン

																						公表予算 コウヒョウ ヨサン		実績 ジッセキ

		売上高 ウリアゲ ダカ		百万円 ヒャクマンエン		2,497		2,733		2,903		3,573		4,136		4,981		6,612		6,773		5,217		5,294		5,969

		営業利益 エイギョウ リエキ		百万円 ヒャクマンエン		455		504		564		641		915		1,253		1,734		1,772		1,008		1,055		1,085

		経常利益 ケイジョウ リエキ		百万円 ヒャクマンエン		517		527		620		695		929		1,261		1,743		1,754		1,016		1,072		1,097

		当期利益 トウキ リエキ		百万円 ヒャクマンエン		292		318		370		458		598		858		1,135		1,193		681		729		762



		EPS		円 エン		21,532		233.89		272.82		337.21		220.17		315.73		417.70		460.78		274.71		294.34		307.39

		配当金／１株 ハイトウキン カブ		円 エン		5,000		50		55		70		48		65		86		97		57		61		64

		配当金総額 ハイトウキン ソウガク		百万円 ヒャクマンエン								95		130		176		233		240		255		151		159

		配当性向 ハイトウ セイコウ		％		23.2		21.4		20.2		20.8%		21.8%		20.6%		20.6%		21.1%		20.7%		20.7%		20.8%

								※100分割 ブンカツ						※2分割 ブンカツ						※期中平均 キチュウヘイキン		発行済-自己株 ハッコウ ズ ジコカブ		2,478,911		2,478,911

																				総額基準20.2％ ソウガク キジュン		期中平均株式数 キチュウ ヘイキン カブシキスウ		2,478,961

																						EPS=期中平均、配当性向＝発行済-自己株 キチュウヘイキン ハイトウ セイコウ ハッコウ ズ ジコカブ
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中期経営計画

				中期経営計画業績サマリー(連結） チュウキ ケイエイ ケイカク ギョウセキ レンケツ																		単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

														中期経営計画 チュウキ ケイエイ ケイカク

						過去実績 カコ ジッセキ						今期 コンキ		第１期 ダイ キ		第２期 ダイ キ		第３期 ダイ キ		第４期 ダイ キ		第５期 ダイ キ

						2018年3月期 ネン ガツキ		2019年3月期 ネン ガツキ		2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ		2022年3月期 ネン ガツキ		2023年3月期 ネン ガツキ		2024年3月期 ネン ガツキ		2025年3月期 ネン ガツキ		2026年3月期 ネン ガツキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		4,981		6,612		6,773		5,294		5,969		6,722		7,808		8,682		10,057

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		2,804		3,712		3,668		2,962		3,304		3,719		4,172		4,632		5,320

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		2,177		2,900		3,105		2,332		2,664		3,003		3,636		4,050		4,737

				販売費一般管理費 ハンバイ ヒ イッパン カンリヒ		923		1,165		1,333		1,277		1,579		1,695		1,836		1,958		2,250

				営業利益 エイギョウ リエキ		1,253		1,734		1,772		1,055		1,085		1,309		1,800		2,093		2,487

				経常利益 ケイジョウ リエキ								1,072		1,097		※赤字は予算編成に基づく変更 アカジ ヨサンヘンセイ モト ヘンコウ



				売上対前年比 ウリアゲ タイ ゼンネン ヒ		―		133%		102%		78%		113%		113%		116%		111%		116%

				売上原価率 ウリアゲ ゲンカ リツ		56.3%		56.1%		54.2%		56.0%		55.4%		55.3%		53.4%		53.3%		52.9%

				売上総利益率 ウリアゲ ソウリエキ リツ		43.7%		43.9%		45.8%		44.0%		44.6%		44.7%		46.6%		46.7%		47.1%

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		25.2%		26.2%		26.2%		19.9%		18.2%		19.5%		23.1%		24.1%		24.7%



				人員(人） ジンイン ニン		158		183		217		220		249		284		310		311		359

				人員対前年増減（人） ジンイン タイ ゼンネン ゾウゲン ニン				25		34		3		29		35		26		1		48

				一人当りの売上高（百万円） ヒトリ ア ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		32		36		31		24		24		24		25		28		28



				重要なアクション ジュウヨウ										中国独資設立 チュウゴク ドクシ セツリツ		欧州独資設立 オウシュウ ドクシ セツリツ		設立30周年記念行事 セツリツ シュウネン キネン ギョウジ		新工場竣工（橋波事業所移転） シンコウジョウ シュンコウ ハシバ ジギョウショ イテン
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業績推移



売上高	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期	4981	6612	6773	5082.7700000000004	5806	6722	7808	8682	10057	売上総利益	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期	2177	2900	3105	2200.4250000000006	2496.0999999999995	3003.47	3635.96	4050.4399999999996	4736.5599999999995	営業利益	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期	1253	1734	1772	915.09166666666715	1000.4033333333327	1308.6933333333332	1800.2533333333333	2092.8313333333331	2486.7943333333333	売上原価	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期	2804	3712	3668	2882.3449999999998	3309.9000000000005	3718.53	4172.04	4631.5600000000004	5320.4400000000005	販売費一般管理費	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期	923	1165	1333	1285.3333333333335	1495.6966666666667	1694.7766666666666	1835.7066666666667	1957.6086666666665	2249.7656666666662	営業利益率	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期	0.25155591246737602	0.26225045372050815	0.26162704857522517	0.18003798453730291	0.17230508669192779	0.19468808886244171	0.23056523224043715	0.24105405820471471	0.24726999436545027	売上総利益率	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期	0.43706083115840194	0.43859649122807015	0.45843791525173483	0.43291846768592723	0.4299173269032035	0.4468119607259744	0.46567110655737703	0.46653305689933189	0.47097146266282186	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期	売上対前年比	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期	0	1.3274442882955231	1.0243496672716272	0.75044588808504364	1.1422905226874323	1.1577678263864968	1.1615590598036298	1.111936475409836	1.1583736466252015	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期	人員(人）	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期	158	183	217	220	245	284	310	311	359	人員対前年増減（人）	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期	25	34	3	25	39	26	1	48	一人当りの売上高（百万円）	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期	31.525316455696203	36.131147540983605	31.211981566820278	23.1035	23.697959183673468	23.669014084507044	25.187096774193549	27.916398713826368	28.01392757660167	











連結BS

		連結貸借対照表 レンケツ タイシャクタイショウヒョウ																														単位百万円 タンイ ヒャクマンエン

				2020年3月期 ネン ガツキ										2021年3月期 ネン ガツキ										前年同期比増減 ゼンネン ドウキヒ ゾウゲン

		勘定科目 カンジョウ カモク

Kimiyo Emoto: 色つきのセル=単体の組替表から追加で挿入		ESTIC

Kimiyo Emoto: 組替表の数値から拾う。ただし、「その他」の分は集計前に戻す。		ETC		EAI		単純合算 タンジュン ガッサン		連結F/S レンケツ		ESTIC

Kimiyo Emoto: 組替表の数値から拾う。ただし、「その他」の分は集計前に戻す。		ETC		EAI		単純合算 タンジュン ガッサン		連結F/S レンケツ		ESTIC

Kimiyo Emoto: 組替表の数値から拾う。ただし、「その他」の分は集計前に戻す。		ETC		EAI		単純合算 タンジュン ガッサン		連結F/S レンケツ

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		469		70		92		632		544		1,297		97		477		1,871		1,211		827		26		384		1,239		666

		受取手形		362		0		0		362		362		271		0		0		271		271		(91)		0		0		(91)		(91)

		売掛金		1,516		24		365		1,906		1,412		1,069		16		276		1,363		1,237		(446)		(7)		(89)		(542)		(175)

		電子記録債権 デンシ キロク サイケン		338		0		0		338		338		263		0		0		263		263		(74)		0		0		(74)		(75)

		有価証券		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		製品		246		14		83		344		443		316		16		103		436		490		69		1		20		91		47

		原材料 ゲンザイリョウ		1,107		0		0		1,107		1,107		1,233		0		0		1,233		1,233		126		0		0		126		126

		仕掛品		332		0		0		332		332		253		0		0		253		253		(78)		0		0		(78)		(79)

		貯蔵品		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		前渡金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		前払費用		3		0		6		10		10		5		0		11		18		18		1		0		5		7		8

		流繰延税金資産		111		0		0		111		159		86		0		0		86		128		(24)		0		0		(24)		(31)

		未収収益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		短期貸付金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		未収入金		18		0		0		18		0		3		0		0		3		0		(14)		0		0		(14)		0

		未収還付法人税等 ミシュウ カンプ ホウジンゼイ トウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		未収消費税等		0		0		0		0		0		12		0		0		12		12		12		0		0		12		12

		仮払金		0		0		70		70		70		0		0		62		62		62		0		0		(7)		(7)		(8)

		立替金		9		0		0		9		2		8		0		0		8		2		0		0		0		0		0

		預け金		0		0		2		2		2		0		0		2		3		3		0		0		0		0		1

		その他（流動資産） タ リュウドウ シサン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(15)		0		0		0		0		(15)

		貸倒引当金（流動）		(2)		0		0		(2)		(2)		(1)		0		0		(1)		(1)		0		0		0		0		1

		流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ		4,512		110		622		5,244		4,785		4,819		131		936		5,887		5,172		307		21		314		643		387

		建物		1,086		6		1		1,094		1,094		1,090		6		1		1,097		1,097		3		0		0		3		3

		―減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク		(257)

Natsuki Fukuda: 減価償却累計額を入力する		(6)		0		(264)		(264)		(298)

Natsuki Fukuda: 減価償却累計額を入力する		

Kimiyo Emoto: 色つきのセル=単体の組替表から追加で挿入		

Kimiyo Emoto: 組替表の数値から拾う。ただし、「その他」の分は集計前に戻す。												(6)		0		(304)		(304)		(40)

Natsuki Fukuda: 減価償却累計額を入力する		

Kimiyo Emoto: 組替表の数値から拾う。ただし、「その他」の分は集計前に戻す。		

Natsuki Fukuda: 減価償却累計額を入力する																				

Kimiyo Emoto: 組替表の数値から拾う。ただし、「その他」の分は集計前に戻す。		0		0		(40)		(40)

		構築物		48		0		0		48		48		48		0		0		48		48		0		0		0		0		0

		―減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク		(24)		0		0		(24)		(24)		(28)		0		0		(28)		(28)		(3)		0		0		(3)		(4)

		機械及び装置 キカイ オヨ ソウチ		13		0		0		13		13		13		0		0		13		13		0		0		0		0		0

		―減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク		(9)		0		0		(9)		(9)		(10)		0		0		(10)		(10)		0		0		0		0		(1)

		車両及び運搬具 シャリョウ オヨ ウンパン グ		2		0		10		13		13		2		0		14		17		17		0		0		3		3		4

		―減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク		(2)		0		(4)		(6)		(6)		(2)		0		(6)		(8)		(8)		0		0		(2)		(2)		(2)

		工具、器具及び備品 コウグ キグ オヨ ビヒン		482		12		77		572		572		464		12		84		562		562		(18)		0		7		(10)		(10)

		―減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク		(356)		(11)		(31)		(399)		(399)		(391)		(12)		(42)		(447)		(447)		(35)		(1)		(11)		(47)		(48)

		リース資産 シサン		9		0		0		9		9		13		0		0		13		13		4		0		0		4		4

		―減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク		(2)		0		0		(2)		(2)		(5)		0		0		(5)		(5)		(2)		0		0		(2)		(3)

		土地		830		0		0		830		830		830		0		0		830		830		0		0		0		0		0

		建設仮勘定		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		有形固定資産合計 ユウケイ コテイ シサン ゴウケイ		1,819		0		53		1,873		1,873		1,725		0		51		1,777		1,777		(93)		0		(2)		(96)		(96)

		電話加入権		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		ソフトウェア		38		0		0		38		38		42		0		0		42		42		4		0		0		4		4

		水道施設利用権 スイドウ シセツ リヨウ ケン		3		0		0		3		3		3		0		0		3		3		0		0		0		0		0

		のれん		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		無形固定資産合計 ムケイ コテイ シサン ゴウケイ		42		0		0		42		42		46		0		0		46		46		3		0		0		3		4

		投資有価証券		95		0		0		95		95		121		0		0		121		121		25		0		0		25		26

		出資金 シュッシキン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		関係会社出資金 カンケイ ガイシャ シュッシキン		69		0		0		69		213		69		0		0		69		225		0		0		0		0		12

		長期貸付金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		長期前払費用		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		固繰延税金資産		64		0		0		64		59		67		0		0		67		62		3		0		0		3		3

		会員権		6		0		0		6		6		6		0		0		6		6		0		0		0		0		0

		敷金		4		2		0		7		7		4		2		0		7		7		0		0		0		0		0

		差入保証金 サシイ ホショウキン		1		0		0		1		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		保険積立金		88		0		0		88		88		88		0		0		88		88		0		0		0		0		0

		破産更生債権		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		貸倒引当金（固定）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		社債発行費		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		その他投資資産合計 タ トウシ シサン ゴウケイ		330		2		0		332		471		359		2		0		361		511		28		0		0		28		40

		固定資産合計 コテイ シサン ゴウケイ		2,192		3		54		2,249		2,387		2,131		2		51		2,185		2,335		(60)		(1)		(2)		(64)		(52)

		総資産合計 ソウシサン ゴウケイ		6,704		113		676		7,493		7,173		6,950		133		988		8,072		7,508		246		20		311		579		335

		買掛金		191		6		318		516		191		124		6		597		728		124		(66)		0		278		212		(67)

		短期借入金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1年内返済長期借入金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1年内償還社債		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1年内リース債務 サイム		1		0		0		1		1		2		0		0		2		2		0		0		0		0		1

		未払金		141		0		27		169		150		48		0		27		75		54		(93)		0		0		(93)		(96)

		未払費用		98		4		19		123		120		90		4		23		118		115		(8)		0		3		(5)		(5)

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		261		8		0		269		269		226		6		1		235		235		(34)		(1)		1		(33)		(34)

		前受金		1		0		0		1		1		1		0		36		37		37		0		0		36		35		36

		預り金		5		0		0		6		6		7		0		0		8		8		2		0		0		2		2

		賞与引当金		61		0		0		61		61		64		0		0		64		64		2		0		0		2		3

		役員賞与引当金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		製品保証引当金 セイヒン ホショウ ヒキアテ キン		55		0		0		55		55		44		0		0		44		44		(11)		0		0		(11)		(11)

		未払事業所税		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		未払消費税等 ミバラ ショウヒゼイトウ		38		0		0		38		38		0		0		0		0		0		(38)		0		0		(38)		(38)

		その他流動負債 リュウドウ フサイ		0		0		2		2		(1)		0		0		4		4		4		0		0		2		2		5

		流繰延税金負債 フサイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		仮受金 カリウケ キン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		流動負債合計 リュウドウ フサイ ゴウケイ		856		19		369		1,245		894		610		17		691		1,319		691		(246)		(1)		322		73		(203)

		社債		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		長期借入金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテ キン		210		0		0		210		210		245		1		0		247		247		34		1		0		36		37

		リース債務 サイム		4		0		0		4		4		5		0		0		5		5		1		0		0		1		1

		その他固定負債 コテイ フサイ		0		0		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		(2)		(2)		(2)

		固繰延税金負債 モトヨリ クリノベ ゼイキン フサイ		0		0		6		6		35		0		0		4		4		37		0		0		(1)		(1)		2

		長期負債合計 チョウキ フサイ ゴウケイ		215		0		9		224		253		251		1		4		257		290		35		1		(4)		33		37

		負債合計 フサイ ゴウケイ		1,072		19		378		1,470		1,148		861		19		696		1,577		981		(210)		0		317		107		(167)

		資本金		557		12		50		619		557		557		12		50		619		557		0		0		0		0		0

		資本準備金		639		0		0		639		639		639		0		0		639		639		0		0		0		0		0

		利益準備金		7		0		0		7		7		7		0		0		7		7		0		0		0		0		0

		別途積立金		1,400		0		0		1,400		1,400		1,400		0		0		1,400		1,400		0		0		0		0		0

		繰越利益剰余金		4,467		72		247		4,787		4,818		4,910		97		258		5,266		5,307		442		25		10		478		489

		自己株式		(1,461)		0		0		(1,461)		(1,461)		(1,461)		0		0		(1,461)		(1,461)		0		0		0		0		0

		株主資本合計 カブヌシ シホン ゴウケイ		5,610		84		298		5,993		5,961		6,053		109		309		6,472		6,450		442		25		10		478		489

		その他有価証券評価差額金		21		0		0		21		21		36		0		0		36		36		15		0		0		15		15

		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ		0		9		0		9		(5)		0		4		(17)		(12)		(17)		0		(5)		(16)		(21)		(12)

		その他の包括利益累計額 タ ホウカツ リエキ ルイケイ ガク		21		9		0		30		16		36		4		(17)		23		18		15		(5)		(16)		(6)		2

		非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		0		0		0		0		47		0		0		0		0		57		0		0		0		0		10

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,632		94		297		6,023		6,025		6,089		114		291		6,495		6,526		457		20		(5)		471		501

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン		6,704		113		676		7,493		7,173		6,950		133		988		8,072		7,508		246		20		311		579		335
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		連結損益計算書 レンケツ ソンエキ ケイサンショ																														単位百万円 タンイ ヒャクマンエン

				2020年3月期 ネン ガツキ										2021年3月期 ネン ガツキ										前年同期比増減 ゼンネン ドウキヒ ゾウゲン

		勘定科目 カンジョウ カモク		ESTIC		ETC		EAI		単純合算 タンジュン ガッサン		連結F/S レンケツ		ESTIC		ETC		EAI		単純合算 タンジュン ガッサン		連結F/S レンケツ		ESTIC		ETC		EAI		単純合算 タンジュン ガッサン		連結F/S レンケツ

		売上高		6,473		215		1,114		7,802		6,773		4,873		179		1,077		6,130		5,294		(1,599)		(35)		(36)		(1,672)		(1,479)

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		3,709		127		811		4,647		3,668		2,931		108		786		3,826		2,962		(778)		(18)		(24)		(821)		(706)

		期首製品たな卸高 キシュ セイヒン オロシ ダカ		232		0		0		232		0		246		0		0		246		0		14		0		0		14		0

		当期製品製造原価 トウキ セイヒン セイゾウ ゲンカ		3,724		0		0		3,724		0		3,001		0		0		3,001		0		(722)		0		0		(722)		0

		合計 ゴウケイ		3,956		0		0		3,956		0		3,247		0		0		3,247		0		(708)		0		0		(708)		0

		期末製品たな卸高 キマツ セイヒン オロシ ダカ		(246)		0		0		(246)		0		(316)		0		0		(316)		0		(69)		0		0		(69)		0

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		2,763		87		303		3,154		3,105		1,942		71		291		2,304		2,332		(821)		(16)		(12)		(850)		(773)

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		1,029		46		257		1,333		1,333		973		39		263		1,276		1,276		(55)		(7)		5		(57)		(57)

		役員報酬		69		0		0		69		69		70		0		0		70		70		0		0		0		0		1

		役員賞与引繰入		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		給料手当販		225		16		108		350		350		229		13		123		367		367		4		(2)		14		16		17

		雑給		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		賞与		55		5		25		87		87		35		3		18		57		57		(20)		(2)		(6)		(29)		(30)

		賞与引当入		21		0		0		21		21		22		0		0		22		22		1		0		0		1		1

		退職金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		退職引当入		8		0		2		11		11		9		1		2		14		14		0		1		0		2		3

		法定福利費		47		6		7		61		61		47		5		7		61		61		0		0		0		0		0

		福利厚生費		12		0		0		12		12		16		0		0		16		16		3		0		0		3		4

		通勤費		8		0		0		8		8		9		0		0		9		9		1		0		0		1		1

		荷造発送費 ヒ		35		0		2		37		37		28		0		1		30		30		(6)		0		0		(6)		(7)

		広告宣伝費		8		0		1		9		9		1		0		4		5		5		(6)		0		3		(3)		(4)

		交際費		1		0		0		2		2		0		0		0		1		1		0		0		0		(1)		(1)

		会議費		1		0		0		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		(1)		(2)

		旅費交通費		19		1		22		42		42		8		0		8		17		17		(10)		0		(14)		(25)		(25)

		通信費		5		0		2		8		8		5		0		2		7		7		0		0		0		0		(1)

		教育費		3		0		0		3		3		0		0		0		1		1		(2)		0		0		(2)		(2)

		車輌費		0		0		4		4		4		0		0		3		3		3		0		0		0		0		(1)

		保守点検費		7		0		0		7		7		11		0		0		11		11		3		0		0		3		4

		消耗品費		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		事務用品費		1		1		6		9		9		0		0		4		6		6		0		(1)		(1)		(3)		(3)

		修繕費		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(1)

		水道光熱費		4		0		1		5		5		4		0		1		5		5		0		0		0		0		0

		新聞図書費		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		諸会費		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		支払手数料		4		1		0		6		6		4		1		0		6		6		0		0		0		0		0

		燃料費		3		0		0		4		4		2		0		0		3		3		0		0		0		0		(1)

		リース料		6		1		0		8		8		7		1		0		8		8		0		0		0		0		0

		販売手数料		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		(1)		(1)		(1)

		保険料		5		0		22		27		27		5		0		27		32		32		0		0		4		4		5

		支払報酬		26		2		15		45		45		23		2		14		40		40		(3)		0		(1)		(4)		(5)

		寄付金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		器具備品費		8		0		5		13		13		2		0		3		5		5		(6)		0		(1)		(7)		(8)

		求人費		26		0		0		26		26		12		0		0		13		13		(13)		0		0		(13)		(13)

		運賃		4		0		0		4		4		2		0		0		2		2		(2)		0		0		(2)		(2)

		減価償却費		33		1		12		47		47		38		1		15		56		56		5		0		3		8		9

		資産償却費		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		家賃地代		12		0		10		23		23		12		0		13		26		26		0		0		3		3		3

		賃借料		0		4		0		4		4		0		4		0		4		4		0		0		0		0		0

		租税公課		42		0		1		44		44		44		0		3		48		48		2		0		2		4		4

		貸倒繰入額		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(1)		0		0		(1)		0

		試験研究費		314		0		0		314		314		311		0		1		313		313		(2)		0		1		(1)		(1)

		雑費		0		1		0		2		2		0		0		0		0		0		0		(1)		0		(1)		(2)

		他勘定振替		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		営業利益		1,733		41		46		1,821		1,772		968		31		27		1,028		1,055		(765)		(9)		(18)		(792)		(717)

		営業外収益		5		0		(7)		0		3		24		0		(13)		12		17		19		0		(5)		12		14

		受取利息		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		受取配当金		2		0		0		2		2		2		0		0		2		2		0		0		0		0		0

		仕入割引		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		為替差益		0		0		(7)		(6)		(6)		0		0		(14)		(13)		(13)		0		0		(6)		(7)		(7)

		雑収入		2		0		0		2		2		22		0		0		23		23		19		0		0		20		21

		有価証券利息		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		保険解約返戻金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		デリバティブ評価益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		デリバティブ償還益 ショウカン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		持分法による投資利益 モチブンポウ トウシ リエキ		0		0		0		0		4		0		0		0		0		5		0		0		0		0		1

		営業外費用		21		0		0		21		21		0		0		0		0		0		(21)		0		0		(21)		(21)

		支払利息		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		為替差損		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		自己株式取得費用		19		0		0		19		19		0		0		0		0		0		(19)		0		0		(19)		(19)

		デリバティブ評価損		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		雑損失		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(1)

		持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		経常利益		1,717		42		38		1,798		1,754		993		32		14		1,040		1,072		(724)		(9)		(24)		(758)		(682)

		特別利益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		貸倒引当戻入益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		負ののれん発生益 フ ハッセイ エキ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		資産売却益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		特別損失		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		資産売却損 バイキャクソン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		資産除却損		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		投有証券評価損		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		税引前当期純利益
(税金等調整前四半期純利益)		1,717		42		38		1,798		1,754		993		32		14		1,040		1,072		(724)		(9)		(24)		(758)		(682)

		法人税、住民税及び事業税		530		8		6		545		545		294		7		5		306		306		(235)		(1)		(1)		(238)		(239)

		法人税等調整額		6		0		1		7		(1)		15		0		(1)		13		23		8		0		(2)		6		24

		法人税等合計		536		8		8		553		543		309		7		3		320		330		(226)		(1)		(4)		(232)		(213)

		当期(四半期)純利益 シハンキ		1,181		33		30		1,245		1,210		683		25		10		719		742		(497)		(8)		(19)		(525)		(468)

		非支配株主に帰属する当期(四半期)純利益 トウキ		0		0		0		0		16		0		0		0		0		12		0		0		0		0		(4)

		親会社株主に帰属する当期(四半期)純利益 トウキ		1,181		33		30		1,245		1,193		683		25		10		719		729		(497)		(8)		(19)		(525)		(464)



&P	




グラフ基礎

		四半期業績推移 シハンキ ギョウセキ スイイ

		期 キ						２０１９年3月期 ネン ガツ キ								2020年3月期 ネン ガツキ								2021年3月期 ネン ガツキ

								１Q		２Q		３Q		4Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q

		品種別売上高 ヒンシュ ベツ ウリアゲ ダカ				ﾊﾝﾄﾞ		769		924		946		596		1,040		916		723		856		827		548		823		849

						ﾅｯﾄﾗﾝﾅ		418		478		409		309		334		454		277		301		205		236		270		271

						装置		403		223		540		174		623		435		153		254		309		252		265		81

						ｻｰﾎﾞﾌﾟﾚｽ		28		63		76		13		42		24		23		26		27		37		23		13

						修理点検 シュウリ テンケン		56		59		64		61		64		72		68		79		44		74		73		66

								１Q		２Q		３Q		4Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q

		地域別売上高 チイキ ベツ ウリアゲ ダカ				日本 ニホン		969		716		1,161		639		1,230		1,080		643		631		571		487		585		594		←順序注意！ ジュンジョ チュウイ

						北米 ホクベイ		253		375		237		186		298		363		249		486		402		227		388		347		←順序注意！ ジュンジョ チュウイ

						アジア

Hewlett-Packard: 「不明」を含む		351		544		533		255		496		382		270		335		355		367		360		251		←順序注意！ ジュンジョ チュウイ

						中南米 チュウ ナンベイ		49		25		59		27		32		26		20		29		16		30		66		34

				日本 ニホン		その他海外 タ カイガイ		52		86		48		44		47		50		61		36		68		37		55		52

								１Q		２Q		３Q		4Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q

		売上高合計 ウリアゲ ダカ ゴウケイ				売上高合計 ウリアゲ ダカ ゴウケイ		1,676		1,748		2,035		1,153		2,105		1,903		1,245		1,518		1,414		1,148		1,457		1,275

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		661		849		863		527		941		908		613		642		609		480		630		613

		営業利益 エイギョウ リエキ				営業利益 エイギョウ リエキ		414		599		567		151		647		559		295		270		286		167		314		288

		経常利益 ケイジョウ リエキ				経常利益 ケイジョウ リエキ		393		642		544		164		642		524		314		273		284		161		324		303

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		264		398		366		107		437		355		190		211		190		105		222		212



		人件費 ジンケンヒ

伊勢嶋: 製造人件費→有報（単体：労務費）
販管人件費→連結精算書

		設備投資総額 セツビ トウシ ソウガク

伊勢嶋: 有価証券報告書

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ

伊勢嶋: 有価証券報告書　C/F

		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ

伊勢嶋: 有価証券報告書

		為替損益 カワセ ソンエキ

伊勢嶋: 有価証券報告書

		持分法損益 モチブン ホウ ソンエキ

伊勢嶋: 有価証券報告書

		人員(連結） ジンイン レンケツ

伊勢嶋: 有価証券報告書

		EPS

伊勢嶋: 有価証券報告書

						

Hewlett-Packard: 「不明」を含む		1株配当金 カブ ハイトウ キン









連結精算表増減



		3/20/20												3/20/21										sa												3/20/20												3/20/21										sa





		勘定科目 カンジョウ カモク

Kimiyo Emoto: 色つきのセル=単体の組替表から追加で挿入		ESTIC

Kimiyo Emoto: 組替表の数値から拾う。ただし、「その他」の分は集計前に戻す。		ETC		EAI		単純合算 タンジュン ガッサン		連結F/S レンケツ		ESTIC

Kimiyo Emoto: 組替表の数値から拾う。ただし、「その他」の分は集計前に戻す。		ETC		EAI		単純合算 タンジュン ガッサン		連結F/S レンケツ		ESTIC

Kimiyo Emoto: 組替表の数値から拾う。ただし、「その他」の分は集計前に戻す。		ETC		EAI		単純合算 タンジュン ガッサン		連結F/S レンケツ				勘定科目 カンジョウ カモク

Kimiyo Emoto: 色つきのセル=単体の組替表から追加で挿入		ESTIC

Kimiyo Emoto: 組替表の数値から拾う。ただし、「その他」の分は集計前に戻す。		ETC		EAI		単純合算 タンジュン ガッサン		連結F/S レンケツ		ESTIC

Kimiyo Emoto: 組替表の数値から拾う。ただし、「その他」の分は集計前に戻す。		ETC		EAI		単純合算 タンジュン ガッサン		連結F/S レンケツ		ESTIC

Kimiyo Emoto: 組替表の数値から拾う。ただし、「その他」の分は集計前に戻す。		ETC		EAI		単純合算 タンジュン ガッサン		連結F/S レンケツ

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		469,067,058		70,677,312		92,955,011		632,699,381		544,878,190		1,297,038,472		97,138,081		477,661,045		1,871,837,598		1,211,498,108		827,971,414		26,460,769		384,706,034		1,239,138,217		666,619,918				現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		469		70		92		632		544		1,297		97		477		1,871		1,211		827		26		384		1,239		666

		受取手形		362,750,362		0		0		362,750,362		362,750,362		271,532,995		0		0		271,532,995		271,532,995		(91,217,367)		0		0		(91,217,367)		(91,217,367)				受取手形		362		0		0		362		362		271		0		0		271		271		(91)		0		0		(91)		(91)

		売掛金		1,516,284,013		24,093,500		365,910,689		1,906,288,202		1,412,408,439		1,069,724,281		16,909,925		276,810,572		1,363,444,778		1,237,601,742		(446,559,732)		(7,183,575)		(89,100,117)		(542,843,424)		(174,806,697)				売掛金		1,516		24		365		1,906		1,412		1,069		16		276		1,363		1,237		(446)		(7)		(89)		(542)		(175)

		電子記録債権 デンシ キロク サイケン		338,009,081		0		0		338,009,081		338,009,081		263,712,444		0		0		263,712,444		263,712,444		(74,296,637)		0		0		(74,296,637)		(74,296,637)				電子記録債権 デンシ キロク サイケン		338		0		0		338		338		263		0		0		263		263		(74)		0		0		(74)		(75)

		有価証券		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				有価証券		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		製品		246,615,020		14,830,658		83,551,986		344,997,664		443,131,413		316,583,694		16,601,336		103,772,748		436,957,778		490,622,798		69,968,674		1,770,678		20,220,762		91,960,114		47,491,385				製品		246		14		83		344		443		316		16		103		436		490		69		1		20		91		47

		原材料 ゲンザイリョウ		1,107,068,847		0		0		1,107,068,847		1,107,068,847		1,233,105,564		0		0		1,233,105,564		1,233,105,564		126,036,717		0		0		126,036,717		126,036,717				原材料 ゲンザイリョウ		1,107		0		0		1,107		1,107		1,233		0		0		1,233		1,233		126		0		0		126		126

		仕掛品		332,438,403		0		0		332,438,403		332,438,403		253,697,179		0		0		253,697,179		253,697,179		(78,741,224)		0		0		(78,741,224)		(78,741,224)				仕掛品		332		0		0		332		332		253		0		0		253		253		(78)		0		0		(78)		(79)

		貯蔵品		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				貯蔵品		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		前渡金		0		0		0		0		0		0		656,878		0		656,878		656,878		0		656,878		0		656,878		656,878				前渡金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		前払費用		3,943,832		195,139		6,851,122		10,990,093		10,990,093		5,692,956		398,886		11,972,089		18,063,931		18,063,931		1,749,124		203,747		5,120,967		7,073,838		7,073,838				前払費用		3		0		6		10		10		5		0		11		18		18		1		0		5		7		8

		流繰延税金資産		111,180,387		0		0		111,180,387		159,766,808		86,223,313		0		0		86,223,313		128,258,185		(24,957,074)		0		0		(24,957,074)		(31,508,622)				流繰延税金資産		111		0		0		111		159		86		0		0		86		128		(24)		0		0		(24)		(31)

		未収収益		2,295		0		0		2,295		2,295		0		0		0		0		0		(2,295)		0		0		(2,295)		(2,295)				未収収益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		短期貸付金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				短期貸付金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		未収入金		18,297,589		0		0		18,297,589		171,299		3,458,979		0		0		3,458,979		171,316		(14,838,610)		0		0		(14,838,610)		17				未収入金		18		0		0		18		0		3		0		0		3		0		(14)		0		0		(14)		0

		未収還付法人税等 ミシュウ カンプ ホウジンゼイ トウ		0		30,114		0		30,114		30,114		0		0		0		0		0		0		(30,114)		0		(30,114)		(30,114)				未収還付法人税等 ミシュウ カンプ ホウジンゼイ トウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		未収消費税等		0		249,867		0		249,867		249,867		12,386,670		3,330		0		12,390,000		12,390,000		12,386,670		(246,537)		0		12,140,133		12,140,133				未収消費税等		0		0		0		0		0		12		0		0		12		12		12		0		0		12		12

		仮払金		60,000		0		70,405,265		70,465,265		70,465,265		50,000		0		62,883,328		62,933,328		62,933,328		(10,000)		0		(7,521,937)		(7,531,937)		(7,531,937)				仮払金		0		0		70		70		70		0		0		62		62		62		0		0		(7)		(7)		(8)

		立替金		9,038,368		0		32,693		9,071,061		2,694,011		8,254,067		0		239,318		8,493,385		2,909,263		(784,301)		0		206,625		(577,676)		215,252				立替金		9		0		0		9		2		8		0		0		8		2		0		0		0		0		0

		預け金		205,724		0		2,329,666		2,535,390		2,535,390		207,885		0		2,936,989		3,144,874		3,144,874		2,161		0		607,323		609,484		609,484				預け金		0		0		2		2		2		0		0		2		3		3		0		0		0		0		1

		その他（流動資産） タ リュウドウ シサン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(15,536,123)		0		0		0		0		(15,536,123)				その他（流動資産） タ リュウドウ シサン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(15)		0		0		0		0		(15)

		貸倒引当金（流動）		(2,661,000)		0		0		(2,661,000)		(2,148,994)		(1,912,000)		0		0		(1,912,000)		(1,782,869)		749,000		0		0		749,000		366,125				貸倒引当金（流動）		(2)		0		0		(2)		(2)		(1)		0		0		(1)		(1)		0		0		0		0		1

		流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ		4,512,299,979		110,076,590		622,036,432		5,244,413,001		4,785,440,883		4,819,756,499		131,708,436		936,276,089		5,887,741,024		5,172,979,614		307,456,520		21,631,846		314,239,657		643,328,023		387,538,731				流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ		4,512		110		622		5,244		4,785		4,819		131		936		5,887		5,172		307		21		314		643		387

		建物		1,086,527,699		6,737,813		1,335,388		1,094,600,900		1,094,600,900		1,090,054,972		6,385,145		1,261,884		1,097,702,001		1,097,702,001		3,527,273		(352,668)		(73,504)		3,101,101		3,101,101				建物		1,086		6		1		1,094		1,094		1,090		6		1		1,097		1,097		3		0		0		3		3

		―減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク		(257,424,276)

Natsuki Fukuda: 減価償却累計額を入力する		(6,737,805)		(295,404)		(264,457,485)		(264,457,485)		(298,045,387)

Natsuki Fukuda: 減価償却累計額を入力する		(6,385,138)		(412,473)		(304,842,998)		(304,842,998)		(40,621,111)

Natsuki Fukuda: 減価償却累計額を入力する		352,667		(117,069)		(40,385,513)		(40,385,513)				―減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク		(257)

Natsuki Fukuda: 減価償却累計額を入力する		(6)		0		(264)		(264)		(298)

Natsuki Fukuda: 減価償却累計額を入力する		(6)		0		(304)		(304)		(40)

Natsuki Fukuda: 減価償却累計額を入力する		0		0		(40)		(40)

		構築物		48,553,705		0		0		48,553,705		48,553,705		48,553,705		0		0		48,553,705		48,553,705		0		0		0		0		0				構築物		48		0		0		48		48		48		0		0		48		48		0		0		0		0		0

		―減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク		(24,816,063)		0		0		(24,816,063)		(24,816,063)		(28,758,621)		0		0		(28,758,621)		(28,758,621)		(3,942,558)		0		0		(3,942,558)		(3,942,558)				―減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク		(24)		0		0		(24)		(24)		(28)		0		0		(28)		(28)		(3)		0		0		(3)		(4)

		機械及び装置 キカイ オヨ ソウチ		13,143,709		0		0		13,143,709		13,143,709		13,143,709		0		0		13,143,709		13,143,709		0		0		0		0		0				機械及び装置 キカイ オヨ ソウチ		13		0		0		13		13		13		0		0		13		13		0		0		0		0		0

		―減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク		(9,553,036)		0		0		(9,553,036)		(9,553,036)		(10,003,288)		0		0		(10,003,288)		(10,003,288)		(450,252)		0		0		(450,252)		(450,252)				―減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク		(9)		0		0		(9)		(9)		(10)		0		0		(10)		(10)		0		0		0		0		(1)

		車両及び運搬具 シャリョウ オヨ ウンパン グ		2,648,000		0		10,812,119		13,460,119		13,460,119		2,648,000		0		14,705,638		17,353,638		17,353,638		0		0		3,893,519		3,893,519		3,893,519				車両及び運搬具 シャリョウ オヨ ウンパン グ		2		0		10		13		13		2		0		14		17		17		0		0		3		3		4

		―減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク		(2,647,997)		0		(4,122,576)		(6,770,573)		(6,770,573)		(2,647,997)		0		(6,221,911)		(8,869,908)		(8,869,908)		0		0		(2,099,335)		(2,099,335)		(2,099,335)				―減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク		(2)		0		(4)		(6)		(6)		(2)		0		(6)		(8)		(8)		0		0		(2)		(2)		(2)

		工具、器具及び備品 コウグ キグ オヨ ビヒン		482,846,619		12,324,722		77,254,502		572,425,843		572,425,843		464,580,227		12,838,499		84,594,155		562,012,881		562,012,881		(18,266,392)		513,777		7,339,653		(10,412,962)		(10,412,962)				工具、器具及び備品 コウグ キグ オヨ ビヒン		482		12		77		572		572		464		12		84		562		562		(18)		0		7		(10)		(10)

		―減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク		(356,383,925)		(11,573,277)		(31,237,416)		(399,194,618)		(399,194,618)		(391,821,901)		(12,976,355)		(42,341,358)		(447,139,614)		(447,139,614)		(35,437,976)		(1,403,078)		(11,103,942)		(47,944,996)		(47,944,996)				―減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク		(356)		(11)		(31)		(399)		(399)		(391)		(12)		(42)		(447)		(447)		(35)		(1)		(11)		(47)		(48)

		リース資産 シサン		9,270,000		0		0		9,270,000		9,270,000		13,692,000		0		0		13,692,000		13,692,000		4,422,000		0		0		4,422,000		4,422,000				リース資産 シサン		9		0		0		9		9		13		0		0		13		13		4		0		0		4		4

		―減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク		(2,987,000)		0		0		(2,987,000)		(2,987,000)		(5,799,100)		0		0		(5,799,100)		(5,799,100)		(2,812,100)		0		0		(2,812,100)		(2,812,100)				―減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク		(2)		0		0		(2)		(2)		(5)		0		0		(5)		(5)		(2)		0		0		(2)		(3)

		土地		830,106,252		0		0		830,106,252		830,106,252		830,106,252		0		0		830,106,252		830,106,252		0		0		0		0		0				土地		830		0		0		830		830		830		0		0		830		830		0		0		0		0		0

		建設仮勘定		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				建設仮勘定		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		有形固定資産合計 ユウケイ コテイ シサン ゴウケイ		1,819,283,687		751,453		53,746,613		1,873,781,753		1,873,781,753		1,725,702,571		(137,849)		51,585,935		1,777,150,657		1,777,150,657		(93,581,116)		(889,302)		(2,160,678)		(96,631,096)		(96,631,096)				有形固定資産合計 ユウケイ コテイ シサン ゴウケイ		1,819		0		53		1,873		1,873		1,725		0		51		1,777		1,777		(93)		0		(2)		(96)		(96)

		電話加入権		880,152		0		0		880,152		880,152		880,152		0		0		880,152		880,152		0		0		0		0		0				電話加入権		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		ソフトウェア		38,190,595		22		330,539		38,521,156		38,521,156		42,376,628		21		229,054		42,605,703		42,605,703		4,186,033		(1)		(101,485)		4,084,547		4,084,547				ソフトウェア		38		0		0		38		38		42		0		0		42		42		4		0		0		4		4

		水道施設利用権 スイドウ シセツ リヨウ ケン		3,380,161		0		0		3,380,161		3,380,161		3,141,708		0		0		3,141,708		3,141,708		(238,453)		0		0		(238,453)		(238,453)				水道施設利用権 スイドウ シセツ リヨウ ケン		3		0		0		3		3		3		0		0		3		3		0		0		0		0		0

		のれん		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				のれん		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		無形固定資産合計 ムケイ コテイ シサン ゴウケイ		42,450,908		22		330,539		42,781,469		42,781,469		46,398,488		21		229,054		46,627,563		46,627,563		3,947,580		(1)		(101,485)		3,846,094		3,846,094				無形固定資産合計 ムケイ コテイ シサン ゴウケイ		42		0		0		42		42		46		0		0		46		46		3		0		0		3		4

		投資有価証券		95,476,728		0		0		95,476,728		95,476,728		121,288,736		0		0		121,288,736		121,288,736		25,812,008		0		0		25,812,008		25,812,008				投資有価証券		95		0		0		95		95		121		0		0		121		121		25		0		0		25		26

		出資金 シュッシキン		20,000		0		0		20,000		20,000		20,000		0		0		20,000		20,000		0		0		0		0		0				出資金 シュッシキン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		関係会社出資金 カンケイ ガイシャ シュッシキン		69,828,600		0		0		69,828,600		213,346,998		69,828,600		0		0		69,828,600		225,263,349		0		0		0		0		11,916,351				関係会社出資金 カンケイ ガイシャ シュッシキン		69		0		0		69		213		69		0		0		69		225		0		0		0		0		12

		長期貸付金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				長期貸付金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		長期前払費用		340,495		0		0		340,495		340,495		159,500		0		0		159,500		159,500		(180,995)		0		0		(180,995)		(180,995)				長期前払費用		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		固繰延税金資産		64,471,938		0		0		64,471,938		59,266,538		67,541,827		0		0		67,541,827		62,336,427		3,069,889		0		0		3,069,889		3,069,889				固繰延税金資産		64		0		0		64		59		67		0		0		67		62		3		0		0		3		3

		会員権		6,700,000		0		0		6,700,000		6,700,000		6,700,000		0		0		6,700,000		6,700,000		0		0		0		0		0				会員権		6		0		0		6		6		6		0		0		6		6		0		0		0		0		0

		敷金		4,600,400		2,615,027		0		7,215,427		7,215,427		4,730,400		2,289,880		0		7,020,280		7,020,280		130,000		(325,147)		0		(195,147)		(195,147)				敷金		4		2		0		7		7		4		2		0		7		7		0		0		0		0		0

		差入保証金 サシイ ホショウキン		1,200,000		0		0		1,200,000		1,200,000		1,200,000		0		0		1,200,000		1,200,000		0		0		0		0		0				差入保証金 サシイ ホショウキン		1		0		0		1		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		保険積立金		88,467,400		0		0		88,467,400		88,467,400		88,467,400		0		0		88,467,400		88,467,400		0		0		0		0		0				保険積立金		88		0		0		88		88		88		0		0		88		88		0		0		0		0		0

		破産更生債権		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				破産更生債権		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		貸倒引当金（固定）		(800,000)		0		0		(800,000)		(800,000)		(800,000)		0		0		(800,000)		(800,000)		0		0		0		0		0				貸倒引当金（固定）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		社債発行費		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				社債発行費		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		その他投資資産合計 タ トウシ シサン ゴウケイ		330,305,561		2,615,027		0		332,920,588		471,233,586		359,136,463		2,289,880		0		361,426,343		511,655,692		28,830,902		(325,147)		0		28,505,755		40,422,106				その他投資資産合計 タ トウシ シサン ゴウケイ		330		2		0		332		471		359		2		0		361		511		28		0		0		28		40

		固定資産合計 コテイ シサン ゴウケイ		2,192,040,156		3,366,502		54,077,152		2,249,483,810		2,387,796,808		2,131,237,522		2,152,052		51,814,989		2,185,204,563		2,335,433,912		(60,802,634)		(1,214,450)		(2,262,163)		(64,279,247)		(52,362,896)				固定資産合計 コテイ シサン ゴウケイ		2,192		3		54		2,249		2,387		2,131		2		51		2,185		2,335		(60)		(1)		(2)		(64)		(52)

		総資産合計 ソウシサン ゴウケイ		6,704,340,135		113,443,092		676,113,584		7,493,896,811		7,173,237,690		6,950,994,021		133,860,488		988,091,078		8,072,945,587		7,508,413,525		246,653,886		20,417,396		311,977,494		579,048,776		335,175,835				総資産合計 ソウシサン ゴウケイ		6,704		113		676		7,493		7,173		6,950		133		988		8,072		7,508		246		20		311		579		335

		買掛金		191,026,506		6,176,580		318,973,803		516,176,889		191,026,506		124,915,964		6,230,930		597,180,288		728,327,182		124,915,964		(66,110,542)		54,350		278,206,485		212,150,293		(66,110,542)				買掛金		191		6		318		516		191		124		6		597		728		124		(66)		0		278		212		(67)

		短期借入金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				短期借入金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1年内返済長期借入金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1年内返済長期借入金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1年内償還社債		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1年内償還社債		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1年内リース債務 サイム		1,854,000		0		0		1,854,000		1,854,000		2,826,840		0		0		2,826,840		2,826,840		972,840		0		0		972,840		972,840				1年内リース債務 サイム		1		0		0		1		1		2		0		0		2		2		0		0		0		0		1

		未払金		141,739,625		0		27,657,972		169,397,597		150,807,545		48,047,422		0		27,462,367		75,509,789		54,567,662		(93,692,203)		0		(195,605)		(93,887,808)		(96,239,883)				未払金		141		0		27		169		150		48		0		27		75		54		(93)		0		0		(93)		(96)

		未払費用		98,896,351		4,818,823		19,639,728		123,354,902		120,309,949		90,405,532		4,641,696		23,013,257		118,060,485		115,332,380		(8,490,819)		(177,127)		3,373,529		(5,294,417)		(4,977,569)				未払費用		98		4		19		123		120		90		4		23		118		115		(8)		0		3		(5)		(5)

		未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		261,000,000		8,173,742		0		269,173,742		269,173,742		226,800,000		6,564,561		1,922,084		235,286,645		235,286,645		(34,200,000)		(1,609,181)		1,922,084		(33,887,097)		(33,887,097)				未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイ トウ		261		8		0		269		269		226		6		1		235		235		(34)		(1)		1		(33)		(34)

		前受金		1,951,391		0		0		1,951,391		1,951,391		1,036,530		135		36,687,561		37,724,226		37,724,226		(914,861)		135		36,687,561		35,772,835		35,772,835				前受金		1		0		0		1		1		1		0		36		37		37		0		0		36		35		36

		預り金		5,506,158		193,742		459,407		6,159,307		6,159,307		7,781,613		161,140		445,522		8,388,275		8,388,275		2,275,455		(32,602)		(13,885)		2,228,968		2,228,968				預り金		5		0		0		6		6		7		0		0		8		8		2		0		0		2		2

		賞与引当金		61,712,000		0		0		61,712,000		61,712,000		64,315,000		0		0		64,315,000		64,315,000		2,603,000		0		0		2,603,000		2,603,000				賞与引当金		61		0		0		61		61		64		0		0		64		64		2		0		0		2		3

		役員賞与引当金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				役員賞与引当金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		製品保証引当金 セイヒン ホショウ ヒキアテ キン		55,000,000		0		0		55,000,000		55,000,000		44,000,000		0		0		44,000,000		44,000,000		(11,000,000)		0		0		(11,000,000)		(11,000,000)				製品保証引当金 セイヒン ホショウ ヒキアテ キン		55		0		0		55		55		44		0		0		44		44		(11)		0		0		(11)		(11)

		未払事業所税		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				未払事業所税		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		未払消費税等 ミバラ ショウヒゼイトウ		38,312,552		0		0		38,312,552		38,312,552		0		27,220		0		27,220		27,220		(38,312,552)		27,220		0		(38,285,332)		(38,285,332)				未払消費税等 ミバラ ショウヒゼイトウ		38		0		0		38		38		0		0		0		0		0		(38)		0		0		(38)		(38)

		その他流動負債 リュウドウ フサイ		0		0		2,658,594		2,658,594		(1,922,978)		0		0		4,902,538		4,902,538		4,051,551		0		0		2,243,944		2,243,944		5,974,529				その他流動負債 リュウドウ フサイ		0		0		2		2		(1)		0		0		4		4		4		0		0		2		2		5

		流繰延税金負債 フサイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				流繰延税金負債 フサイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		仮受金 カリウケ キン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				仮受金 カリウケ キン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		流動負債合計 リュウドウ フサイ ゴウケイ		856,998,583		19,362,887		369,389,504		1,245,750,974		894,384,014		610,128,901		17,625,682		691,613,617		1,319,368,200		691,435,763		(246,869,682)		(1,737,205)		322,224,113		73,617,226		(202,948,251)				流動負債合計 リュウドウ フサイ ゴウケイ		856		19		369		1,245		894		610		17		691		1,319		691		(246)		(1)		322		73		(203)

		社債		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				社債		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		長期借入金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				長期借入金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテ キン		210,636,000		0		0		210,636,000		210,636,000		245,489,000		1,991,594		0		247,480,594		247,480,594		34,853,000		1,991,594		0		36,844,594		36,844,594				退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテ キン		210		0		0		210		210		245		1		0		247		247		34		1		0		36		37

		リース債務 サイム		4,532,000		0		0		4,532,000		4,532,000		5,596,520		0		0		5,596,520		5,596,520		1,064,520		0		0		1,064,520		1,064,520				リース債務 サイム		4		0		0		4		4		5		0		0		5		5		1		0		0		1		1

		その他固定負債 コテイ フサイ		0		0		2,908,868		2,908,868		2,908,868		0		0		69,034		69,034		69,034		0		0		(2,839,834)		(2,839,834)		(2,839,834)				その他固定負債 コテイ フサイ		0		0		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		(2)		(2)		(2)

		固繰延税金負債 モトヨリ クリノベ ゼイキン フサイ		0		0		6,233,395		6,233,395		35,560,932		0		0		4,596,288		4,596,288		37,094,231		0		0		(1,637,107)		(1,637,107)		1,533,299				固繰延税金負債 モトヨリ クリノベ ゼイキン フサイ		0		0		6		6		35		0		0		4		4		37		0		0		(1)		(1)		2

		長期負債合計 チョウキ フサイ ゴウケイ		215,168,000		0		9,142,263		224,310,263		253,637,800		251,085,520		1,991,594		4,665,322		257,742,436		290,240,379		35,917,520		1,991,594		(4,476,941)		33,432,173		36,602,579				長期負債合計 チョウキ フサイ ゴウケイ		215		0		9		224		253		251		1		4		257		290		35		1		(4)		33		37

		負債合計 フサイ ゴウケイ		1,072,166,583		19,362,887		378,531,767		1,470,061,237		1,148,021,814		861,214,421		19,617,276		696,278,939		1,577,110,636		981,676,142		(210,952,162)		254,389		317,747,172		107,049,399		(166,345,672)				負債合計 フサイ ゴウケイ		1,072		19		378		1,470		1,148		861		19		696		1,577		981		(210)		0		317		107		(167)

		資本金		557,000,000		12,040,000		50,825,000		619,865,000		557,000,000		557,000,000		12,040,000		50,825,000		619,865,000		557,000,000		0		0		0		0		0				資本金		557		12		50		619		557		557		12		50		619		557		0		0		0		0		0

		資本準備金		639,750,000		0		0		639,750,000		639,750,000		639,750,000		0		0		639,750,000		639,750,000		0		0		0		0		0				資本準備金		639		0		0		639		639		639		0		0		639		639		0		0		0		0		0

		利益準備金		7,700,000		0		0		7,700,000		7,700,000		7,700,000		0		0		7,700,000		7,700,000		0		0		0		0		0				利益準備金		7		0		0		7		7		7		0		0		7		7		0		0		0		0		0

		別途積立金		1,400,000,000		0		0		1,400,000,000		1,400,000,000		1,400,000,000		0		0		1,400,000,000		1,400,000,000		0		0		0		0		0				別途積立金		1,400		0		0		1,400		1,400		1,400		0		0		1,400		1,400		0		0		0		0		0

		繰越利益剰余金		4,467,898,245		72,174,710		247,390,559		4,787,463,514		4,818,746,806		4,910,622,095		97,444,314		258,340,038		5,266,406,447		5,307,946,229		442,723,850		25,269,604		10,949,479		478,942,933		489,199,423				繰越利益剰余金		4,467		72		247		4,787		4,818		4,910		97		258		5,266		5,307		442		25		10		478		489

		自己株式		(1,461,410,850)		0		0		(1,461,410,850)		(1,461,410,850)		(1,461,719,940)		0		0		(1,461,719,940)		(1,461,719,940)		(309,090)		0		0		(309,090)		(309,090)				自己株式		(1,461)		0		0		(1,461)		(1,461)		(1,461)		0		0		(1,461)		(1,461)		0		0		0		0		0

		株主資本合計 カブヌシ シホン ゴウケイ		5,610,937,395		84,214,710		298,215,559		5,993,367,664		5,961,785,956		6,053,352,155		109,484,314		309,165,038		6,472,001,507		6,450,676,289		442,414,760		25,269,604		10,949,479		478,633,843		488,890,333				株主資本合計 カブヌシ シホン ゴウケイ		5,610		84		298		5,993		5,961		6,053		109		309		6,472		6,450		442		25		10		478		489

		その他有価証券評価差額金		21,236,157		0		0		21,236,157		21,236,157		36,427,445		0		0		36,427,445		36,427,445		15,191,288		0		0		15,191,288		15,191,288				その他有価証券評価差額金		21		0		0		21		21		36		0		0		36		36		15		0		0		15		15

		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ		0		9,865,494		(633,742)		9,231,752		(5,081,531)		0		4,758,897		(17,352,899)		(12,594,002)		(17,773,556)		0		(5,106,597)		(16,719,157)		(21,825,754)		(12,692,025)				為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ		0		9		0		9		(5)		0		4		(17)		(12)		(17)		0		(5)		(16)		(21)		(12)

		その他の包括利益累計額 タ ホウカツ リエキ ルイケイ ガク		21,236,157		9,865,494		(633,742)		30,467,909		16,154,626		36,427,445		4,758,897		(17,352,899)		23,833,443		18,653,889		15,191,288		(5,106,597)		(16,719,157)		(6,634,466)		2,499,263				その他の包括利益累計額 タ ホウカツ リエキ ルイケイ ガク		21		9		0		30		16		36		4		(17)		23		18		15		(5)		(16)		(6)		2

		非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		0		0		0		0		47,275,294		0		0		0		0		57,407,205		0		0		0		0		10,131,911				非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		0		0		0		0		47		0		0		0		0		57		0		0		0		0		10

		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,632,173,552		94,080,204		297,581,817		6,023,835,573		6,025,215,876		6,089,779,600		114,243,211		291,812,139		6,495,834,950		6,526,737,383		457,606,048		20,163,007		(5,769,678)		471,999,377		501,521,507				純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		5,632		94		297		6,023		6,025		6,089		114		291		6,495		6,526		457		20		(5)		471		501

		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン		6,704,340,135		113,443,092		676,113,584		7,493,896,811		7,173,237,690		6,950,994,021		133,860,488		988,091,078		8,072,945,587		7,508,413,525		246,653,886		20,417,396		311,977,494		579,048,776		335,175,835				負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン		6,704		113		676		7,493		7,173		6,950		133		988		8,072		7,508		246		20		311		579		335
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		勘定科目 カンジョウ カモク		ESTIC		ETC		EAI		単純合算 タンジュン ガッサン		連結F/S レンケツ		ESTIC		ETC		EAI		単純合算 タンジュン ガッサン		連結F/S レンケツ		ESTIC		ETC		EAI		単純合算 タンジュン ガッサン		連結F/S レンケツ				勘定科目 カンジョウ カモク		ESTIC		ETC		EAI		単純合算 タンジュン ガッサン		連結F/S レンケツ		ESTIC		ETC		EAI		単純合算 タンジュン ガッサン		連結F/S レンケツ		ESTIC		ETC		EAI		単純合算 タンジュン ガッサン		連結F/S レンケツ

		売上高		6,473,172,639		215,011,575		1,114,606,918		7,802,791,132		6,773,705,990		4,873,508,553		179,507,842		1,077,747,746		6,130,764,141		5,294,631,992		(1,599,664,086)		(35,503,733)		(36,859,172)		(1,672,026,991)		(1,479,073,998)				売上高		6,473		215		1,114		7,802		6,773		4,873		179		1,077		6,130		5,294		(1,599)		(35)		(36)		(1,672)		(1,479)

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		3,709,604,155		127,109,528		811,121,452		4,647,835,135		3,668,059,761		2,931,147,949		108,326,615		786,645,118		3,826,119,682		2,962,276,924		(778,456,206)		(18,782,913)		(24,476,334)		(821,715,453)		(705,782,836)				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		3,709		127		811		4,647		3,668		2,931		108		786		3,826		2,962		(778)		(18)		(24)		(821)		(706)

		期首製品たな卸高 キシュ セイヒン オロシ ダカ		232,211,416		0		0		232,211,416				246,615,020		0		0		246,615,020				14,403,604		0		0		14,403,604		0				期首製品たな卸高 キシュ セイヒン オロシ ダカ		232		0		0		232		0		246		0		0		246		0		14		0		0		14		0

		当期製品製造原価 トウキ セイヒン セイゾウ ゲンカ		3,724,007,759		0		0		3,724,007,759				3,001,116,623		0		0		3,001,116,623				(722,891,136)		0		0		(722,891,136)		0				当期製品製造原価 トウキ セイヒン セイゾウ ゲンカ		3,724		0		0		3,724		0		3,001		0		0		3,001		0		(722)		0		0		(722)		0

		合計 ゴウケイ		3,956,219,175		0		0		3,956,219,175				3,247,731,643		0		0		3,247,731,643				(708,487,532)		0		0		(708,487,532)		0				合計 ゴウケイ		3,956		0		0		3,956		0		3,247		0		0		3,247		0		(708)		0		0		(708)		0

		期末製品たな卸高 キマツ セイヒン オロシ ダカ		(246,615,020)		0		0		(246,615,020)				(316,583,694)		0		0		(316,583,694)				(69,968,674)		0		0		(69,968,674)		0				期末製品たな卸高 キマツ セイヒン オロシ ダカ		(246)		0		0		(246)		0		(316)		0		0		(316)		0		(69)		0		0		(69)		0

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		2,763,568,484		87,902,047		303,485,466		3,154,955,997		3,105,646,229		1,942,360,604		71,181,227		291,102,628		2,304,644,459		2,332,355,068		(821,207,880)		(16,720,820)		(12,382,838)		(850,311,538)		(773,291,162)				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		2,763		87		303		3,154		3,105		1,942		71		291		2,304		2,332		(821)		(16)		(12)		(850)		(773)

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		1,029,644,746		46,752,082		257,402,774		1,333,799,602		1,333,469,954		973,875,398		39,249,817		263,137,726		1,276,262,941		1,276,645,817		(55,769,348)		(7,502,265)		5,734,952		(57,536,661)		(56,824,138)				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		1,029		46		257		1,333		1,333		973		39		263		1,276		1,276		(55)		(7)		5		(57)		(57)

		役員報酬		69,967,600		0		0		69,967,600		69,967,600		70,051,200		0		0		70,051,200		70,051,200		83,600		0		0		83,600		83,600				役員報酬		69		0		0		69		69		70		0		0		70		70		0		0		0		0		1

		役員賞与引繰入		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				役員賞与引繰入		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		給料手当販		225,265,206		16,226,467		108,820,771		350,312,444		350,312,444		229,722,806		13,668,193		123,785,970		367,176,969		367,176,969		4,457,600		(2,558,274)		14,965,199		16,864,525		16,864,525				給料手当販		225		16		108		350		350		229		13		123		367		367		4		(2)		14		16		17

		雑給		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				雑給		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		賞与		55,942,231		5,806,542		25,612,308		87,361,081		87,361,081		35,116,113		3,654,914		18,968,264		57,739,291		57,739,291		(20,826,118)		(2,151,628)		(6,644,044)		(29,621,790)		(29,621,790)				賞与		55		5		25		87		87		35		3		18		57		57		(20)		(2)		(6)		(29)		(30)

		賞与引当入		21,266,900		0		0		21,266,900		21,266,900		22,286,300		0		0		22,286,300		22,286,300		1,019,400		0		0		1,019,400		1,019,400				賞与引当入		21		0		0		21		21		22		0		0		22		22		1		0		0		1		1

		退職金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				退職金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		退職引当入		8,703,833		0		2,706,212		11,410,045		11,410,045		9,499,182		1,980,015		2,769,663		14,248,860		14,248,860		795,349		1,980,015		63,451		2,838,815		2,838,815				退職引当入		8		0		2		11		11		9		1		2		14		14		0		1		0		2		3

		法定福利費		47,615,771		6,497,278		7,394,568		61,507,617		61,507,617		47,747,452		5,973,840		7,376,084		61,097,376		61,097,376		131,681		(523,438)		(18,484)		(410,241)		(410,241)				法定福利費		47		6		7		61		61		47		5		7		61		61		0		0		0		0		0

		福利厚生費		12,525,137		123,712		127,990		12,776,839		12,776,839		16,325,884		90,702		257,403		16,673,989		16,673,989		3,800,747		(33,010)		129,413		3,897,150		3,897,150				福利厚生費		12		0		0		12		12		16		0		0		16		16		3		0		0		3		4

		通勤費		8,014,802		0		0		8,014,802		8,014,802		9,338,134		0		0		9,338,134		9,338,134		1,323,332		0		0		1,323,332		1,323,332				通勤費		8		0		0		8		8		9		0		0		9		9		1		0		0		1		1

		荷造発送費 ヒ		35,124,738		113,268		2,108,638		37,346,644		37,346,644		28,992,037		(70,200)		1,629,418		30,551,255		30,551,255		(6,132,701)		(183,468)		(479,220)		(6,795,389)		(6,795,389)				荷造発送費 ヒ		35		0		2		37		37		28		0		1		30		30		(6)		0		0		(6)		(7)

		広告宣伝費		8,251,203		0		1,039,686		9,290,889		9,290,889		1,293,618		0		4,576,187		5,869,805		5,869,805		(6,957,585)		0		3,536,501		(3,421,084)		(3,421,084)				広告宣伝費		8		0		1		9		9		1		0		4		5		5		(6)		0		3		(3)		(4)

		交際費		1,414,759		226,856		926,209		2,567,824		2,567,824		582,027		136,830		550,126		1,268,983		1,268,983		(832,732)		(90,026)		(376,083)		(1,298,841)		(1,298,841)				交際費		1		0		0		2		2		0		0		0		1		1		0		0		0		(1)		(1)

		会議費		1,367,941		0		773,195		2,141,136		2,141,136		377,409		0		406,962		784,371		784,371		(990,532)		0		(366,233)		(1,356,765)		(1,356,765)				会議費		1		0		0		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		(1)		(2)

		旅費交通費		19,053,411		1,079,241		22,590,419		42,723,071		42,723,071		8,642,159		445,662		8,588,710		17,676,531		17,676,531		(10,411,252)		(633,579)		(14,001,709)		(25,046,540)		(25,046,540)				旅費交通費		19		1		22		42		42		8		0		8		17		17		(10)		0		(14)		(25)		(25)

		通信費		5,645,729		450,816		2,069,387		8,165,932		8,165,932		5,207,931		437,263		2,332,073		7,977,267		7,977,267		(437,798)		(13,553)		262,686		(188,665)		(188,665)				通信費		5		0		2		8		8		5		0		2		7		7		0		0		0		0		(1)

		教育費		3,059,056		0		599,285		3,658,341		3,658,341		977,437		0		250,178		1,227,615		1,227,615		(2,081,619)		0		(349,107)		(2,430,726)		(2,430,726)				教育費		3		0		0		3		3		0		0		0		1		1		(2)		0		0		(2)		(2)

		車輌費		8,325		0		4,286,060		4,294,385		4,294,385		84,100		0		3,782,837		3,866,937		3,866,937		75,775		0		(503,223)		(427,448)		(427,448)				車輌費		0		0		4		4		4		0		0		3		3		3		0		0		0		0		(1)

		保守点検費		7,228,883		0		95,700		7,324,583		7,324,583		11,013,618		0		265,366		11,278,984		11,278,984		3,784,735		0		169,666		3,954,401		3,954,401				保守点検費		7		0		0		7		7		11		0		0		11		11		3		0		0		3		4

		消耗品費		821,033		0		567,215		1,388,248		1,388,248		788,164		0		574,939		1,363,103		1,363,103		(32,869)		0		7,724		(25,145)		(25,145)				消耗品費		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		事務用品費		1,057,875		1,879,868		6,265,367		9,203,110		9,203,110		756,998		293,894		4,950,253		6,001,145		6,001,145		(300,877)		(1,585,974)		(1,315,114)		(3,201,965)		(3,201,965)				事務用品費		1		1		6		9		9		0		0		4		6		6		0		(1)		(1)		(3)		(3)

		修繕費		1,090,069		0		0		1,090,069		1,090,069		998,259		0		0		998,259		998,259		(91,810)		0		0		(91,810)		(91,810)				修繕費		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(1)

		水道光熱費		4,199,788		195,760		1,303,045		5,698,593		5,698,593		4,607,360		168,438		1,077,103		5,852,901		5,852,901		407,572		(27,322)		(225,942)		154,308		154,308				水道光熱費		4		0		1		5		5		4		0		1		5		5		0		0		0		0		0

		新聞図書費		299,300		0		0		299,300		299,300		306,406		0		0		306,406		306,406		7,106		0		0		7,106		7,106				新聞図書費		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		諸会費		1,166,018		0		606,845		1,772,863		1,772,863		914,960		0		386,262		1,301,222		1,301,222		(251,058)		0		(220,583)		(471,641)		(471,641)				諸会費		1		0		0		1		1		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		支払手数料		4,830,206		1,040,268		186,061		6,056,535		6,056,535		4,742,890		1,073,572		237,596		6,054,058		6,054,058		(87,316)		33,304		51,535		(2,477)		(2,477)				支払手数料		4		1		0		6		6		4		1		0		6		6		0		0		0		0		0

		燃料費		3,283,251		797,582		0		4,080,833		4,080,833		2,596,175		533,920		0		3,130,095		3,130,095		(687,076)		(263,662)		0		(950,738)		(950,738)				燃料費		3		0		0		4		4		2		0		0		3		3		0		0		0		0		(1)

		リース料		6,808,122		1,536,480		457,015		8,801,617		8,801,617		7,015,937		1,485,306		437,063		8,938,306		8,938,306		207,815		(51,174)		(19,952)		136,689		136,689				リース料		6		1		0		8		8		7		1		0		8		8		0		0		0		0		0

		販売手数料		0		0		1,090,600		1,090,600		1,090,600		0		0		0		0		0		0		0		(1,090,600)		(1,090,600)		(1,090,600)				販売手数料		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		(1)		(1)		(1)

		保険料		5,027,099		0		22,749,747		27,776,846		27,776,846		5,315,742		173,015		27,199,080		32,687,837		32,687,837		288,643		173,015		4,449,333		4,910,991		4,910,991				保険料		5		0		22		27		27		5		0		27		32		32		0		0		4		4		5

		支払報酬		26,979,548		2,606,956		15,483,983		45,070,487		45,070,487		23,458,584		2,306,231		14,361,350		40,126,165		40,126,165		(3,520,964)		(300,725)		(1,122,633)		(4,944,322)		(4,944,322)				支払報酬		26		2		15		45		45		23		2		14		40		40		(3)		0		(1)		(4)		(5)

		寄付金		10,000		0		0		10,000		10,000		0		0		0		0		0		(10,000)		0		0		(10,000)		(10,000)				寄付金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		器具備品費		8,391,335		0		5,103,794		13,495,129		13,495,129		2,381,775		0		3,578,879		5,960,654		5,960,654		(6,009,560)		0		(1,524,915)		(7,534,475)		(7,534,475)				器具備品費		8		0		5		13		13		2		0		3		5		5		(6)		0		(1)		(7)		(8)

		求人費		26,309,089		613,187		71,566		26,993,842		26,993,842		12,450,394		577,296		10,683		13,038,373		13,038,373		(13,858,695)		(35,891)		(60,883)		(13,955,469)		(13,955,469)				求人費		26		0		0		26		26		12		0		0		13		13		(13)		0		0		(13)		(13)

		運賃		4,266,758		0		0		4,266,758		4,266,758		2,089,230		0		0		2,089,230		2,089,230		(2,177,528)		0		0		(2,177,528)		(2,177,528)				運賃		4		0		0		4		4		2		0		0		2		2		(2)		0		0		(2)		(2)

		減価償却費		33,876,164		1,582,872		12,449,246		47,908,282		47,908,282		38,950,151		1,702,043		15,857,559		56,509,753		56,509,753		5,073,987		119,171		3,408,313		8,601,471		8,601,471				減価償却費		33		1		12		47		47		38		1		15		56		56		5		0		3		8		9

		資産償却費		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				資産償却費		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		家賃地代		12,498,642		0		10,711,488		23,210,130		23,210,130		12,602,964		0		13,887,270		26,490,234		26,490,234		104,322		0		3,175,782		3,280,104		3,280,104				家賃地代		12		0		10		23		23		12		0		13		26		26		0		0		3		3		3

		賃借料		0		4,599,936		0		4,599,936		4,599,936		0		4,469,256		0		4,469,256		4,469,256		0		(130,680)		0		(130,680)		(130,680)				賃借料		0		4		0		4		4		0		4		0		4		4		0		0		0		0		0

		租税公課		42,753,103		96,744		1,206,374		44,056,221		44,056,221		44,867,922		23,126		3,972,148		48,863,196		48,863,196		2,114,819		(73,618)		2,765,774		4,806,975		4,806,975				租税公課		42		0		1		44		44		44		0		3		48		48		2		0		2		4		4

		貸倒繰入額		358,000		0		0		358,000		28,352		(749,000)		0		0		(749,000)		(366,125)		(1,107,000)		0		0		(1,107,000)		(394,477)				貸倒繰入額		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(1)		0		0		(1)		0

		試験研究費		314,421,620		0		0		314,421,620		314,421,620		311,972,617		0		1,068,300		313,040,917		313,040,917		(2,449,003)		0		1,068,300		(1,380,703)		(1,380,703)				試験研究費		314		0		0		314		314		311		0		1		313		313		(2)		0		1		(1)		(1)

		雑費		742,201		1,278,249		0		2,020,450		2,020,450		550,463		126,501		0		676,964		676,964		(191,738)		(1,151,748)		0		(1,343,486)		(1,343,486)				雑費		0		1		0		2		2		0		0		0		0		0		0		(1)		0		(1)		(2)

		他勘定振替		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				他勘定振替		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		営業利益		1,733,923,738		41,149,965		46,082,692		1,821,156,395		1,772,176,275		968,485,206		31,931,410		27,964,902		1,028,381,518		1,055,709,251		(765,438,532)		(9,218,555)		(18,117,790)		(792,774,877)		(716,467,024)				営業利益		1,733		41		46		1,821		1,772		968		31		27		1,028		1,055		(765)		(9)		(18)		(792)		(717)

		営業外収益		5,575,009		955,135		(7,413,223)		(883,079)		3,691,180		24,948,937		421,589		(13,306,839)		12,063,687		17,412,374		19,373,928		(533,546)		(5,893,616)		12,946,766		13,721,194				営業外収益		5		0		(7)		0		3		24		0		(13)		12		17		19		0		(5)		12		14

		受取利息		29,505		183,417		0		212,922		212,922		8,823		108,962		28,717		146,502		146,502		(20,682)		(74,455)		28,717		(66,420)		(66,420)				受取利息		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		受取配当金		2,713,258		0		0		2,713,258		2,713,258		2,735,939		0		0		2,735,939		2,735,939		22,681		0		0		22,681		22,681				受取配当金		2		0		0		2		2		2		0		0		2		2		0		0		0		0		0

		仕入割引		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				仕入割引		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		為替差益		0		769,534		(7,426,772)		(6,657,238)		(6,657,238)		0		308,551		(14,245,766)		(13,937,215)		(13,937,215)		0		(460,983)		(6,818,994)		(7,279,977)		(7,279,977)				為替差益		0		0		(7)		(6)		(6)		0		0		(14)		(13)		(13)		0		0		(6)		(7)		(7)

		雑収入		2,832,246		2,184		13,549		2,847,979		2,847,979		22,204,175		4,076		910,210		23,118,461		23,118,461		19,371,929		1,892		896,661		20,270,482		20,270,482				雑収入		2		0		0		2		2		22		0		0		23		23		19		0		0		20		21

		有価証券利息		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				有価証券利息		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		保険解約返戻金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				保険解約返戻金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		デリバティブ評価益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				デリバティブ評価益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		デリバティブ償還益 ショウカン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				デリバティブ償還益 ショウカン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		持分法による投資利益 モチブンポウ トウシ リエキ		0		0		0		0		4,574,259		0		0		0		0		5,348,687		0		0		0		0		774,428				持分法による投資利益 モチブンポウ トウシ リエキ		0		0		0		0		4		0		0		0		0		5		0		0		0		0		1

		営業外費用		21,732,604		0		0		21,732,604		21,732,604		373,328		0		3,420		376,748		376,748		(21,359,276)		0		3,420		(21,355,856)		(21,355,856)				営業外費用		21		0		0		21		21		0		0		0		0		0		(21)		0		0		(21)		(21)

		支払利息		701,619		0		0		701,619		701,619		0		0		3,420		3,420		3,420		(701,619)		0		3,420		(698,199)		(698,199)				支払利息		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		為替差損		498,286		0		0		498,286		498,286		95,063		0		0		95,063		95,063		(403,223)		0		0		(403,223)		(403,223)				為替差損		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		自己株式取得費用		19,327,700		0		0		19,327,700		19,327,700		0		0		0		0		0		(19,327,700)		0		0		(19,327,700)		(19,327,700)				自己株式取得費用		19		0		0		19		19		0		0		0		0		0		(19)		0		0		(19)		(19)

		デリバティブ評価損		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				デリバティブ評価損		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		雑損失		1,204,999		0		0		1,204,999		1,204,999		278,265		0		0		278,265		278,265		(926,734)		0		0		(926,734)		(926,734)				雑損失		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(1)

		持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				持分法による投資損失 モチブンポウ トウシ ソンシツ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		経常利益		1,717,766,143		42,105,100		38,669,469		1,798,540,712		1,754,134,851		993,060,815		32,352,999		14,654,643		1,040,068,457		1,072,744,877		(724,705,328)		(9,752,101)		(24,014,826)		(758,472,255)		(681,389,974)				経常利益		1,717		42		38		1,798		1,754		993		32		14		1,040		1,072		(724)		(9)		(24)		(758)		(682)

		特別利益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				特別利益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		貸倒引当戻入益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				貸倒引当戻入益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		負ののれん発生益 フ ハッセイ エキ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				負ののれん発生益 フ ハッセイ エキ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		資産売却益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				資産売却益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		特別損失		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				特別損失		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		資産売却損 バイキャクソン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				資産売却損 バイキャクソン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		資産除却損		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				資産除却損		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		投有証券評価損		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				投有証券評価損		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		税引前当期純利益
(税金等調整前四半期純利益)		1,717,766,143		42,105,100		38,669,469		1,798,540,712		1,754,134,851		993,060,815		32,352,999		14,654,643		1,040,068,457		1,072,744,877		(724,705,328)		(9,752,101)		(24,014,826)		(758,472,255)		(681,389,974)				税引前当期純利益
(税金等調整前四半期純利益)		1,717		42		38		1,798		1,754		993		32		14		1,040		1,072		(724)		(9)		(24)		(758)		(682)

		法人税、住民税及び事業税		530,278,223		8,558,647		6,860,311		545,697,181		545,697,181		294,600,336		7,083,394		5,040,539		306,724,269		306,724,269		(235,677,887)		(1,475,253)		(1,819,772)		(238,972,912)		(238,972,912)				法人税、住民税及び事業税		530		8		6		545		545		294		7		5		306		306		(235)		(1)		(1)		(238)		(239)

		法人税等調整額		6,307,369		0		1,406,874		7,714,243		(1,737,108)		15,275,472		0		(1,335,375)		13,940,097		23,662,051		8,968,103		0		(2,742,249)		6,225,854		25,399,159				法人税等調整額		6		0		1		7		(1)		15		0		(1)		13		23		8		0		(2)		6		24

		法人税等合計		536,585,592		8,558,647		8,267,185		553,411,424		543,960,074		309,875,808		7,083,394		3,705,164		320,664,366		330,386,320		(226,709,784)		(1,475,253)		(4,562,021)		(232,747,058)		(213,573,753)				法人税等合計		536		8		8		553		543		309		7		3		320		330		(226)		(1)		(4)		(232)		(213)

		当期(四半期)純利益 シハンキ		1,181,180,551		33,546,452		30,402,284		1,245,129,287		1,210,174,777		683,185,007		25,269,604		10,949,479		719,404,090		742,358,556		(497,995,544)		(8,276,848)		(19,452,805)		(525,725,197)		(467,816,221)				当期(四半期)純利益 シハンキ		1,181		33		30		1,245		1,210		683		25		10		719		742		(497)		(8)		(19)		(525)		(468)

		非支配株主に帰属する当期(四半期)純利益 トウキ		0		0		0		0		16,857,092		0		0		0		0		12,697,976		0		0		0		0		(4,159,116)				非支配株主に帰属する当期(四半期)純利益 トウキ		0		0		0		0		16		0		0		0		0		12		0		0		0		0		(4)

		親会社株主に帰属する当期(四半期)純利益 トウキ		1,181,180,551		33,546,452		30,402,284		1,245,129,287		1,193,317,685		683,185,007		25,269,604		10,949,479		719,404,090		729,660,580		(497,995,544)		(8,276,848)		(19,452,805)		(525,725,197)		(463,657,105)				親会社株主に帰属する当期(四半期)純利益 トウキ		1,181		33		30		1,245		1,193		683		25		10		719		729		(497)		(8)		(19)		(525)		(464)

										連結仕訳合計額→ レンケツ シワケ ゴウケイ ガク

Kimiyo Emoto: 利益剰余金の当期純利益へ数値を持っていくための行										連結仕訳合計額→ レンケツ シワケ ゴウケイ ガク

Kimiyo Emoto: 利益剰余金の当期純利益へ数値を持っていくための行										連結仕訳合計額→ レンケツ シワケ ゴウケイ ガク

Kimiyo Emoto: 利益剰余金の当期純利益へ数値を持っていくための行														連結仕訳合計額→ レンケツ シワケ ゴウケイ ガク

Kimiyo Emoto: 利益剰余金の当期純利益へ数値を持っていくための行										連結仕訳合計額→ レンケツ シワケ ゴウケイ ガク

Kimiyo Emoto: 利益剰余金の当期純利益へ数値を持っていくための行										連結仕訳合計額→ レンケツ シワケ ゴウケイ ガク

Kimiyo Emoto: 利益剰余金の当期純利益へ数値を持っていくための行





		勘定科目 カンジョウ カモク		ESTIC		ETC		EAI		単純合算 タンジュン ガッサン		連結F/S レンケツ		ESTIC		ETC		EAI		単純合算 タンジュン ガッサン		連結F/S レンケツ		ESTIC		ETC		EAI		単純合算 タンジュン ガッサン		連結F/S レンケツ				勘定科目 カンジョウ カモク		ESTIC		ETC		EAI		単純合算 タンジュン ガッサン		連結F/S レンケツ		ESTIC		ETC		EAI		単純合算 タンジュン ガッサン		連結F/S レンケツ		ESTIC		ETC		EAI		単純合算 タンジュン ガッサン		連結F/S レンケツ

		[利益剰余金-期首残高]

Yoko Uchiyama: 前期末残高（円貨）を手入力
												

Kimiyo Emoto: 組替表の数値から拾う。ただし、「その他」の分は集計前に戻す。						

Kimiyo Emoto: 利益剰余金の当期純利益へ数値を持っていくための行				

Kimiyo Emoto: 組替表の数値から拾う。ただし、「その他」の分は集計前に戻す。		4,928,254,274		38,628,255		216,988,276		5,183,870,805		5,183,870,805		5,875,598,245		72,174,711		247,390,559		6,195,163,515		6,195,163,515		5,875,598,245		72,174,711		247,390,559		6,195,163,515		6,195,163,515				[利益剰余金-期首残高]

Yoko Uchiyama: 前期末残高（円貨）を手入力
		4,928,254,274		38,628,255		216,988,276		5,183,870,805		5,183,870,805		5,875,598,245		72,174,711		247,390,559		6,195,163,515		6,195,163,515		5,875,598,245		72,174,711		247,390,559		6,195,163,515		6,195,163,515

		[利益剰余金-増加 計]		1,181,180,551		33,546,452		30,402,284		1,245,129,287		1,276,412,579		683,185,007		25,269,604		10,949,479		719,404,090		760,943,872		683,185,007		25,269,604		10,949,479		719,404,090		760,943,872				[利益剰余金-増加 計]		1,181,180,551		33,546,452		30,402,284		1,245,129,287		1,276,412,579		683,185,007		25,269,604		10,949,479		719,404,090		760,943,872		683,185,007		25,269,604		10,949,479		719,404,090		760,943,872

		利益剰余金-期首調整		0						0		83,094,894		0						0		31,283,291		0						0		31,283,291				利益剰余金-期首調整		0						0		83,094,894		0						0		31,283,291		0						0		31,283,291

		利益剰余金-当期純利益		1,181,180,551		33,546,452		30,402,284		1,245,129,287		1,193,317,685		683,185,007		25,269,604		10,949,479		719,404,090		729,660,580		683,185,007		25,269,604		10,949,479		719,404,090		729,660,580				利益剰余金-当期純利益		1,181,180,551		33,546,452		30,402,284		1,245,129,287		1,193,317,685		683,185,007		25,269,604		10,949,479		719,404,090		729,660,580		683,185,007		25,269,604		10,949,479		719,404,090		729,660,580

		[利益剰余金-減少 計]		(233,836,580)		3		(1)		(233,836,578)		(233,836,578)		(240,461,157)		(1)		0		(240,461,158)		(240,461,158)		(240,461,157)		(1)		0		(240,461,158)		(240,461,158)				[利益剰余金-減少 計]		(233,836,580)		3		(1)		(233,836,578)		(233,836,578)		(240,461,157)		(1)		0		(240,461,158)		(240,461,158)		(240,461,157)		(1)		0		(240,461,158)		(240,461,158)

		利益剰余金-現金配当		(233,836,580)		0		0		(233,836,580)		(233,836,580)		(240,461,157)		0		0		(240,461,157)		(240,461,157)		(240,461,157)		0		0		(240,461,157)		(240,461,157)				利益剰余金-現金配当		(233,836,580)		0		0		(233,836,580)		(233,836,580)		(240,461,157)		0		0		(240,461,157)		(240,461,157)		(240,461,157)		0		0		(240,461,157)		(240,461,157)

		利益剰余金-期末調整

Natsuki Fukuda: 端数調整を入力する。		0		3		(1)		2		2		0		(1)				(1)		(1)		0		(1)				(1)		(1)				利益剰余金-期末調整

Natsuki Fukuda: 端数調整を入力する。		0		3		(1)		2		2		0		(1)				(1)		(1)		0		(1)				(1)		(1)

		[利益剰余金-期末残高]		5,875,598,245		72,174,711		247,390,559		6,195,163,515		6,226,446,806		6,318,322,095		97,444,314		258,340,038		6,674,106,447		6,715,646,229		6,318,322,095		97,444,314		258,340,038		6,674,106,447		6,715,646,229				[利益剰余金-期末残高]		5,875,598,245		72,174,711		247,390,559		6,195,163,515		6,226,446,806		6,318,322,095		97,444,314		258,340,038		6,674,106,447		6,715,646,229		6,318,322,095		97,444,314		258,340,038		6,674,106,447		6,715,646,229

		Balance Check

Kimiyo Emoto: BSの利益剰余金の残高と一致していることを確認																												

Kimiyo Emoto: 利益剰余金の当期純利益へ数値を持っていくための行						

Kimiyo Emoto: 色つきのセル=単体の組替表から追加で挿入		

Kimiyo Emoto: 組替表の数値から拾う。ただし、「その他」の分は集計前に戻す。						

Kimiyo Emoto: 利益剰余金の当期純利益へ数値を持っていくための行		

Yoko Uchiyama: 前期末残高（円貨）を手入力
												

Kimiyo Emoto: 組替表の数値から拾う。ただし、「その他」の分は集計前に戻す。		

Natsuki Fukuda: 減価償却累計額を入力する																																																		

Kimiyo Emoto: 利益剰余金の当期純利益へ数値を持っていくための行				

Kimiyo Emoto: 組替表の数値から拾う。ただし、「その他」の分は集計前に戻す。		

Natsuki Fukuda: 端数調整を入力する。		

Natsuki Fukuda: 減価償却累計額を入力する		0		(0)		0		(0)		(0)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				Balance Check

Kimiyo Emoto: BSの利益剰余金の残高と一致していることを確認																												

Kimiyo Emoto: 利益剰余金の当期純利益へ数値を持っていくための行		

Natsuki Fukuda: 減価償却累計額を入力する		

Kimiyo Emoto: 貸借が一致していることの確認																																				

Natsuki Fukuda: 減価償却累計額を入力する										

Natsuki Fukuda: 減価償却累計額を入力する										

Natsuki Fukuda: 減価償却累計額を入力する		

Kimiyo Emoto: 貸借が一致していることの確認		0		(0)		0		(0)		(0)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0







PL前年同期比













































				

Kimiyo Emoto: PLから100番台を使用																				

Kimiyo Emoto: 利益剰余金の当期純利益へ数値を持っていくための行		

Natsuki Fukuda: 端数調整を入力する。		

Kimiyo Emoto: BSの利益剰余金の残高と一致していることを確認		

Kimiyo Emoto: PLから100番台を使用										

Kimiyo Emoto: 利益剰余金の当期純利益へ数値を持っていくための行		

Yoko Uchiyama: 前期末残高（円貨）を手入力




BSサマリー集計

















































































		

Kimiyo Emoto: 貸借が一致していることの確認		

Kimiyo Emoto: 色つきのセル=単体の組替表から追加で挿入		

Natsuki Fukuda: 端数調整を入力する。		

Kimiyo Emoto: 組替表の数値から拾う。ただし、「その他」の分は集計前に戻す。		

Kimiyo Emoto: BSの利益剰余金の残高と一致していることを確認								

Kimiyo Emoto: 利益剰余金の当期純利益へ数値を持っていくための行		

Yoko Uchiyama: 前期末残高（円貨）を手入力




bs前期末比









































































































































































































































































































































































































































								

Natsuki Fukuda: 減価償却累計額を入力する																																																				

Kimiyo Emoto: 組替表の数値から拾う。ただし、「その他」の分は集計前に戻す。		

Natsuki Fukuda: 減価償却累計額を入力する		

Kimiyo Emoto: 色つきのセル=単体の組替表から追加で挿入		

Kimiyo Emoto: 組替表の数値から拾う。ただし、「その他」の分は集計前に戻す。		

Kimiyo Emoto: PLから100番台を使用		

Kimiyo Emoto: 貸借が一致していることの確認								

Kimiyo Emoto: 利益剰余金の当期純利益へ数値を持っていくための行		

Yoko Uchiyama: 前期末残高（円貨）を手入力
												

Kimiyo Emoto: 組替表の数値から拾う。ただし、「その他」の分は集計前に戻す。		

Kimiyo Emoto: PLから100番台を使用																				

Kimiyo Emoto: 利益剰余金の当期純利益へ数値を持っていくための行				

Kimiyo Emoto: 組替表の数値から拾う。ただし、「その他」の分は集計前に戻す。		

Natsuki Fukuda: 端数調整を入力する。		

Kimiyo Emoto: BSの利益剰余金の残高と一致していることを確認																																		

Kimiyo Emoto: 組替表の数値から拾う。ただし、「その他」の分は集計前に戻す。										

Kimiyo Emoto: 組替表の数値から拾う。ただし、「その他」の分は集計前に戻す。
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国別品種別売上高　四半期推移傾向分析


※前四半期比


1Q　期間2Q　期間3Q　期間4Q　期間


NRHNSPMEMS計NRHNSPMEMS計NRHNSPMEMS計NRHNSPMEMS計


日本


87214162193357194163118941487114207102104458616232436439593


ｱﾒﾘｶ


293594023962816262292263626404223366162771015309


中国


3495530139651279401242821696502635682361147


ﾀｲ


21491795156191220015414720527119111840


ﾒｷｼｺ


46020141311020253294103741901025


韓国


178000264500091111001239700016
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国別品種別売上高　四半期推移傾向分析


※前四半期比


1Q　期間2Q　期間3Q　期間4Q　期間


NRHNSPMEMS計NRHNSPMEMS計NRHNSPMEMS計NRHNSPMEMS計


日本


87214162193357194163118941487114207102104458616232436439593


ｱﾒﾘｶ


293594023962816262292263626404223366162771015309


中国


3495530139651279401242821696502635682361147


ﾀｲ


21491795156191220015414720527119111840


ﾒｷｼｺ


46020141311020253294103741901025


韓国


178000264500091111001239700016






2022年3月期
連結業績予想



2022年3月期 連結業績予想

連結業績予想

金額 売上比 金額 売上比 増減額 前年比

売上高 （百万円） 5,294 100% 5,969 100% 675 112.8%

売上総利益 （百万円） 2,332 44.0% 2,664 44.6% 332 114.2%

営業利益 （百万円） 1,055 19.9% 1,085 18.2% 30 102.8%

経常利益 （百万円） 1,072 20.2% 1,097 18.4% 25 102.3%

当期純利益 （百万円） 729 13.8% 762 12.8% 33 104.5%

1株当たり
当期純利益

（円） 294円34銭 307円39銭 13円05銭

2021年3月期 2022年3月期予想 前年同期比


Sheet1



								2021年3月期 ネン ガツキ				2022年3月期予想 ネン ガツキ ヨソウ				前年同期比 ゼンネンドウキヒ

								金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		金額 キンガク		売上比 ウリアゲヒ		増減額 ゾウゲンガク		前年比 ゼンネンヒ

				売上高 ウリアゲダカ		（百万円） ヒャクマンエン		5,294		100%		5,969		100%		675		112.8%

				売上総利益 ウリアゲソウリエキ		（百万円） ヒャクマンエン		2,332		44.0%		2,664		44.6%		332		114.2%

				営業利益 エイギョウリエキ		（百万円） ヒャクマンエン		1,055		19.9%		1,085		18.2%		30		102.8%

				経常利益 ケイジョウリエキ		（百万円） ヒャクマンエン		1,072		20.2%		1,097		18.4%		25		102.3%

				当期純利益 トウキジュンリエキ		（百万円） ヒャクマンエン		729		13.8%		762		12.8%		33		104.5%

				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ		（円） エン		294円34銭 エン セン				307円39銭 エン セン				13円05銭 エン セン









金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

増減額
（百万円）

前年比
（％）

ハンドナットランナ 3,047 57.6 3,501 58.7 454 114.9

ナットランナ 982 18.5 890 14.9 △ 92 90.6

ネジ締付装置 907 17.1 1,209 20.3 302 133.3

サーボプレス 100 1.9 144 2.4 44 144.0

修理・点検等 257 4.9 223 3.7 △ 34 86.8

合　　計 5,294 100 5,969 100 675 112.8

2021年3月期 2022年3月期予想 前年同期比

2022年3月期 連結業績予想

連結セグメント別売上高予想
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				2021年3月期      ネンガツキ				2022年3月期予想     ネンガツキヨソウ				前年同期比 ゼンネンドウキヒ

				金額
（百万円） キンガクヒャクマンエン		構成比（％）  コウセイヒ		金額
（百万円） キンガクヒャクマンエン		構成比（％）  コウセイヒ		増減額    （百万円）		前年比（％） ゼンネンヒ

		ハンドナットランナ		3,047		57.6		3,501		58.7		454		114.9

		ナットランナ		982		18.5		890		14.9		△ 92		90.6

		ネジ締付装置 シメツソウチ		907		17.1		1,209		20.3		302		133.3

		サーボプレス		100		1.9		144		2.4		44		144.0

		修理・点検等 シュウリテンケントウ		257		4.9		223		3.7		△ 34		86.8

		合　　計 ゴウケイ		5,294		100		5,969		100		675		112.8
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2022年3月期 連結業績予想

配当金予想

売上高 百万円 4,981 6,612 6,773 5,294 5,969

営業利益 百万円 1,253 1,734 1,772 1,055 1,085

経常利益 百万円 1,261 1,743 1,754 1,072 1,097

当期利益 百万円 858 1,135 1,193 729 762

EPS 円 315.73 417.70 460.78 294.34 307.39

配当金／１株 円 65 86 97 61 64

配当金総額 百万円 176 233 240 151 159

配当性向 ％ 20.6% 20.6% 21.1% 20.7% 20.8%

年度 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期
2022年3月期

（予想）
2021年3月期
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				配当金 ハイトウ キン

				年度 ネンド				2017年3月期 ネン ガツ キ		2018年3月期 ネン ガツ キ		2019年3月期 ネン ガツ キ		2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ		2022年3月期
（予想） ネン ガツ キ ヨソウ



				売上高 ウリアゲ ダカ		百万円 ヒャクマンエン		4,136		4,981		6,612		6,773		5,294		5,969

				営業利益 エイギョウ リエキ		百万円 ヒャクマンエン		915		1,253		1,734		1,772		1,055		1,085

				経常利益 ケイジョウ リエキ		百万円 ヒャクマンエン		929		1,261		1,743		1,754		1,072		1,097

				当期利益 トウキ リエキ		百万円 ヒャクマンエン		598		858		1,135		1,193		729		762



				EPS		円 エン		220.17		315.73		417.70		460.78		294.34		307.39

				配当金／１株 ハイトウキン カブ		円 エン		48		65		86		97		61		64

				配当金総額 ハイトウキン ソウガク		百万円 ヒャクマンエン		130		176		233		240		151		159

				配当性向 ハイトウ セイコウ		％		21.8%		20.6%		20.6%		21.1%		20.7%		20.8%







会社概要・事業内容



会社概要

会社名 株式会社エスティック

証券コード ６１６１　（東証２部）

設立年月日 １９９３年８月

本店所在地 大阪府守口市東郷通１－２－１６

資本金 ５億５７００万円

役員構成 代表取締役　会長 鈴木　弘

代表取締役　社長 鈴木　弘英

専務取締役　管理部長 伊勢嶋　勇

常務取締役　技術本部長 伊藤　隆也

取締役　監査等委員 山本　純治

取締役　監査等委員 河渕　健司

取締役　監査等委員 辻内　章

主要株主 鈴木　弘 ３９４，８００株

株式会社日伝 ２８０，０００株

弘鈴興産株式会社 ２００，０００株

長沼商事株式会社 １４０，０００株

NORTHERN　TRUST　CO. １３１，８００株

発行済み株式総数 ２，９４２，０００株

従業員数 従業員２０７名（パート２０名含む）

事業内容 電動工具、産業用ロボット・自動組立ラインの製造ならびに販売

2021年3月20日現在


Sheet1

		

				会社名 カイシャメイ		株式会社エスティック カブシキカイシャ

				証券コード ショウケン		６１６１　（東証２部） トウショウブ

				設立年月日 セツリツネンガッピ		１９９３年８月 ネンガツ

				本店所在地 ホンテンショザイチ		大阪府守口市東郷通１－２－１６ オオサカフモリグチシトウゴウトオリ

				資本金 シホンキン		５億５７００万円 オクマンエン

				役員構成 ヤクインコウセイ		代表取締役　会長 ダイヒョウトリシマリヤクカイチョウ				鈴木　弘 スズキヒロシ

						代表取締役　社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ				鈴木　弘英 スズキヒロヒデ

						専務取締役　管理部長 センムトリシマリヤクカンリブチョウ				伊勢嶋　勇 イセジマイサム

						常務取締役　技術本部長 ジョウムトリシマリヤクギジュツホンブチョウ				伊藤　隆也 イトウタカヤ

						取締役　監査等委員 トリシマリヤクカンサトウイイン				山本　純治 ヤマモトジュンジ

						取締役　監査等委員 トリシマリヤクカンサトウイイン				河渕　健司 コウブチケンジ

						取締役　監査等委員 トリシマリヤクカンサトウイイン				辻内　章 ツジウチアキラ

				主要株主 シュヨウカブヌシ		鈴木　弘 スズキヒロシ				３９４，８００株 カブ

						株式会社日伝 カブシキカイシャニチデン				２８０，０００株 カブ

						弘鈴興産株式会社 コウレイカブシキカイシャ				２００，０００株 カブ

						長沼商事株式会社 ナガヌマショウジカブシキカイシャ				１４０，０００株 カブ

						NORTHERN　TRUST　CO.				１３１，８００株 カブ

				発行済み株式総数 ハッコウズカブシキソウスウ						２，９４２，０００株 カブ

				従業員数 ジュウギョウインスウ		従業員２０７名（パート２０名含む） ジュウギョウインメイメイフク

				事業内容 ジギョウナイヨウ		電動工具、産業用ロボット・自動組立ラインの製造ならびに販売

				2021年3月20日現在 ネンガツヒゲンザイ







沿革
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ESTIC(THAILAND)CO,.LTDSHANGHAI ESTIC

橋波事業所

ESTIC AMERIC Ｉｎｃ

本社 ・ 東郷事業所

1993年 太陽鉄工（現TAIYO）よりEBOにより当社設立
1994年 東京営業所を横浜市に開設
1998年 中部営業所を愛知県岡崎市に開設
1998年 本社社屋改装及び新工場建設（現橋波事業所）
2000年 ハンドナットランナ発売
2001年 中国 上海に合弁会社SHANGHAI ESTICを設立
2006年 東証マザーズへ株式新規上場
2007年 サーボプレス発売
2012年 タイ バンコクにESTIC(THAILAND)CO,.LTD設立
2014年 アメリカ ケンタッキー州にESTIC AMERICA Inc設立
2016年 東郷事業所新築
2016年 東証2部市場へ市場変更
2018年 マイクロナットランナ発売
2019年 アメリカ ミシガン州にNovi Technical Center開設
2019年 守口市東郷通へ本社を新築移転

Novi  Technical Center


Sheet1

		1993年 ネン		太陽鉄工（現TAIYO）よりEBOにより当社設立 タイヨウ テッコウ ゲン トウシャ セツリツ

		1994年 ネン		東京営業所を横浜市に開設 トウキョウ エイギョウショ ヨコハマシ カイセツ

		1998年 ネン		中部営業所を愛知県岡崎市に開設 チュウブ エイギョウ ショ アイチケン オカザキシ カイセツ

		1998年 ネン		本社社屋改装及び新工場建設（現橋波事業所） ホンシャ シャオク カイソウ オヨ シンコウジョウ ケンセツ ゲン ハシバ ジギョウショ

		2000年 ネン		ハンドナットランナ発売 ハツバイ

		2001年 ネン		中国 上海に合弁会社SHANGHAI ESTICを設立 チュウゴク シャンハイ ゴウベン カイシャ セツリツ

		2006年 ネン		東証マザーズへ株式新規上場 トウショウ カブシキ シンキ ジョウジョウ

		2007年 ネン		サーボプレス発売 ハツバイ

		2012年 ネン		タイ バンコクにESTIC(THAILAND)CO,.LTD設立 セツリツ

		2014年 ネン		アメリカ ケンタッキー州にESTIC AMERICA Inc設立 シュウ セツリツ

		2016年 ネン		東郷事業所新築 トウゴウ ジギョウショ シンチク

		2016年 ネン		東証2部市場へ市場変更 トウショウ ブ シジョウ シジョウ ヘンコウ

		2018年 ネン		マイクロナットランナ発売 ハツバイ

		2019年 ネン		アメリカ ミシガン州にNovi Technical Center開設 シュウ カイセツ

		2019年 ネン		守口市東郷通へ本社を新築移転 モリグチシ トウゴウ トオリ ホンシャ シンチク イテン







当社製品の説明 （製品セグメント）

ナットランナ ハンドナットランナ ネジ締付装置 サーボプレス

ナットランナは

ボルトの締め付け時において、
トルク、角度、時間などをコン
ピュータ制御することにより高
精度締付をおこない、あらゆ
る環境下でも緩みのないネジ
締付けを実現します。

ハンドナットランナは

ナットランナをハンディタイプ
にした締付工具で、当社特許
技術であるパルス制御で、締
め付け時に作業者にかかる
反力の軽減を実現し、高精度
締付と作業性の向上を実現
した工具です。

ネジ締付装置は

ナットランナを組み込んだ締
付設備で、ユーザーニーズに
より設計製作したオーダーメ
イドの設備です。

またハンドナットランナを組み
込んだ簡易的な締付設備で
あるﾄﾚｰｻｱｰﾑも含みます。

サーボプレスは

ナットランナ技術を応用した、
荷重制御、距離制御に優れ
た高速、高精度圧入機です。



当社の販売ネットワーク



製品コンセプト
見えないものを見るテクノロジーで、ものづくりの未来を広げる

機械技術

電子技術

ソフトウェア開発技術電機制御技術

加工

フレキシブルな生産体制

高精度計測・省力・エコロジーを電動化で実現製品開発コンセプト

実現の為の技術力

研究開発 設計 部品
加工

組立

＝自社 ＝協力会社

検査 出荷

20

製品コンセプト



【本資料における注意事項等】

本資料には株式会社エスティックの業績、計画、戦略などに関する将来的予測を示す記述および資料が記載されております。

これらの将来的予測に関する記述および資料は、発表時点で入手可能な情報に基づき弊社が判断した予測です。

また経済動向、他社との競合状況などの潜在的リスクや不確実な要因も含まれております。

その為、実際の業績、事業展開または財務状況は今後の経済動向、業界における競争、市場の需要、その他の経済・社会

・政治情勢などの様々な要因により、記述されている将来予測とは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。

【本資料及び当社ＩＲに関するお問い合わせ先】

株式会社エスティック管理部

TEL 06-6993-8080
URL http://www.estic.co.jp


	2021年3月期 決算説明
	2021年3月期�連結決算概況
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	2021年3月期　連結決算概況
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	2022年3月期�連結業績予想
	2022年3月期　連結業績予想
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	会社概要・事業内容
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	　製品コンセプト
	スライド番号 21

