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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当期のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大を受け個人や企業の活動が制限され、夏以降は回復

の動きが見られたものの冬から再拡大し、全体としては厳しい経済状況が続いております。

国内の住宅建材市場におきましても、新型コロナウイルス感染症の影響を受け新設住宅着工戸数が大幅に減少し、非

常に厳しい環境が続きました。経済活動の再開にともない８月以降は持直しの動きが見られ始めましたが、依然として

先行が不透明な状況が続いております。

このような状況のなか、売上高につきましては、主力製品である新設戸建住宅用建材及びリフォーム用住宅建材の受

注は10月以降回復傾向にあるものの当期累計では前期実績を大きく下回る結果となりました。収益面につきましても、

総費用の削減並びに生産性の改善に取組みましたが、売上高の減少による影響を補うには至らず収益性が大幅に低下し

たことにより、前期実績を大きく下回る結果となりました。また、当期純損失につきましては、第２四半期末に計上し

た減損損失７億９千６百万円の影響を大きく受けました。

その結果、売上高につきましては、90億２千８百万円（前年同期は104億２千２百万円, △13.4％）となりました。

利益面につきましては、営業損失で７千２百万円（前年同期は２千４百万円）、経常利益で７千５百万円（前年同期

は７千６百万円, △0.9％）、当期純損失は７億２千９百万円（前年同期は当期純利益で６千万円）となりました。

新設住宅着工戸数は引続き減少傾向が続き、厳しい経営環境となることが見込まれますが、新規取引先の獲得並びに

新製品の開発に注力し、売上高の回復に努めてまいります。また、総費用の削減並びに生産性の更なる改善に取組み、

全社的な収益回復に取組んでまいります。

（２）当期の財政状態の概況

資産合計は、106億４千万円となりました。主な減少内容としては現金及び預金が６千２百万円、受取手形（電子記録

債権を含む）及び売掛金が２億２千１百万円、有形固定資産及び無形固定資産が主に減損損失を計上したことにより７

億５千８百万円、主な増加内容としては投資有価証券及び関係会社株式の評価が前事業年度末に比べ市場価格が大きく

上昇したことにより合計で６億７千８百万円であり、全体では前事業年度末に比べて４億１千２百万円減少いたしまし

た。

負債合計は、22億５千７百万円となりました。主な減少内容としては支払手形（設備関係支払手形を含む）及び買掛

金が１億３千２百万円、未払金が３千４百万円、未払消費税等が３千１百万円、主な増加内容としては繰延税金負債が

投資有価証券及び関係会社株式の評価が上昇したことにより１億９千６百万円であり、全体では前事業年度末に比べて

４千１百万円減少いたしました。

純資産合計は、83億８千３百万円となりました。主な減少内容としては利益剰余金が当期純損失を計上したことによ

り７億２千９百万円、前期期末配当金及び当期中間配当金を支払ったことにより１億１千３百万円、土地の減損にとも

なう振替により土地再評価差額金が１億３千万円増加したことにより利益剰余金が同額減少して合計９億７千３百万円、

主な増加内容としてはその他有価証券評価差額金が４億７千１百万円であり、全体では前事業年度末に比べて３億７千

１百万円減少いたしました。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当事業年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前年同期に比べ６千２百万円減少して13億４千６百万円と

なりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比し１億１千１百万円減少し、３億３千７百万円となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比し２億３千４百万円減少し、△２億８千６百万円となりまし

た。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比し１千万円増加し、△１億１千３百万円となりました。

（４）今後の見通し

次期におきましては、当社を取り巻く環境の変化が大きいなか、新型コロナウイルス感染症による影響が継続するこ

とが見込まれます。

また、国内住宅着工戸数は引き続き減少傾向が続くものと見込まれますが、売上・収益の増加に向けて、既存製品の

受注を堅持するとともに、新規取引先の獲得並びに新製品のさらなる開発に注力してまいります。また、生産部門はも

とより、管理間接部門も含めた業務の合理化等による収益構造の改善に全社を挙げて取り組んでまいります。
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２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社は、非連結会社であることから、日本基準を採用することが公正妥当であると考えております。また、国内では

IFRS（国際財務報告基準）を採用する会社は少数であり、現在採用する予定はありませんが、今後の国内他社の採用動

向を踏まえて検討はすすめていく方針であります。なお、当社の業務は日本国内に限定されております。
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３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,409,217 1,346,578

受取手形 54,509 101,350

電子記録債権 2,267,916 2,129,967

売掛金 1,052,078 921,566

商品及び製品 146,038 129,295

仕掛品 14,697 10,599

原材料及び貯蔵品 551,155 528,907

前払費用 25,836 24,016

未収入金 104,636 104,918

未収還付法人税等 8,710 8,714

その他 1,823 1,564

貸倒引当金 △2,868 △2,679

流動資産合計 5,633,751 5,304,800

固定資産

有形固定資産

建物 2,807,367 2,836,593

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,933,926 △2,027,541

建物（純額） 873,441 809,052

構築物 433,239 434,051

減価償却累計額及び減損損失累計額 △399,012 △433,641

構築物（純額） 34,226 410

機械及び装置 1,806,408 1,855,838

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,344,036 △1,842,760

機械及び装置（純額） 462,372 13,078

車両運搬具 73,451 74,734

減価償却累計額 △57,472 △62,657

車両運搬具（純額） 15,979 12,076

工具、器具及び備品 1,249,647 1,363,126

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,173,626 △1,344,916

工具、器具及び備品（純額） 76,021 18,210

土地 1,494,351 1,465,142

建設仮勘定 18,250 17,940

有形固定資産合計 2,974,641 2,335,910
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

無形固定資産

借地権 7,977 7,977

ソフトウエア 120,237 942

電話加入権 0 0

その他 173 173

無形固定資産合計 128,389 9,093

投資その他の資産

投資有価証券 1,218,968 1,574,107

関係会社株式 978,921 1,302,302

従業員に対する長期貸付金 4,100 3,500

長期前払費用 2,015 1,102

その他 120,162 113,297

貸倒引当金 △8,148 △3,773

投資その他の資産合計 2,316,019 2,990,537

固定資産合計 5,419,050 5,335,542

資産合計 11,052,802 10,640,342

負債の部

流動負債

支払手形 618,581 574,212

買掛金 608,118 552,447

未払金 183,229 148,255

未払費用 69,415 57,528

未払法人税等 38,497 14,567

未払消費税等 61,754 30,357

前受金 11,092 13,004

預り金 16,978 11,549

賞与引当金 160,018 154,800

製品保証引当金 10,241 8,056

設備関係支払手形 38,219 5,324

流動負債合計 1,816,147 1,570,102

固定負債

長期未払金 2,500 2,500

繰延税金負債 175,245 371,307

再評価に係る繰延税金負債 132,842 132,047

退職給付引当金 169,447 179,034

その他 2,163 2,163

固定負債合計 482,198 687,051

負債合計 2,298,345 2,257,154
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,160,418 2,160,418

資本剰余金

資本準備金 2,233,785 2,233,785

その他資本剰余金 350,790 350,790

資本剰余金合計 2,584,575 2,584,575

利益剰余金

利益準備金 340,169 340,169

その他利益剰余金

別途積立金 3,150,000 3,150,000

繰越利益剰余金 283,005 △690,339

利益剰余金合計 3,773,174 2,799,829

自己株式 △399,158 △399,188

株主資本合計 8,119,011 7,145,634

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 715,269 1,186,439

土地再評価差額金 △79,822 51,113

評価・換算差額等合計 635,446 1,237,553

純資産合計 8,754,457 8,383,188

負債純資産合計 11,052,802 10,640,342
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

売上高

商品及び製品売上高 10,422,727 9,028,066

売上高合計 10,422,727 9,028,066

売上原価

商品及び製品期首たな卸高 153,311 146,038

当期製品製造原価 7,824,747 6,751,464

当期商品仕入高 796,438 687,297

合計 8,774,497 7,584,800

他勘定振替高 4,202 2,315

商品及び製品期末たな卸高 146,038 129,295

売上原価合計 8,624,256 7,453,189

売上総利益 1,798,470 1,574,877

販売費及び一般管理費

運搬費 408,199 380,218

広告宣伝費 3,174 2,715

役員報酬 140,250 103,230

給料及び手当 503,253 464,709

賞与引当金繰入額 50,214 51,155

退職給付費用 17,143 18,979

法定福利費 89,059 87,708

福利厚生費 7,087 6,441

減価償却費 78,968 35,278

賃借料 100,724 103,236

修繕費 11,861 14,524

消耗品費 23,382 11,483

通信費 8,017 12,209

旅費及び交通費 44,092 21,225

租税公課 46,199 43,921

交際費 26,384 6,555

研究開発費 121,324 144,769

支払手数料 127,570 110,367

その他 15,640 28,816

販売費及び一般管理費合計 1,822,547 1,647,546

営業損失（△） △24,076 △72,669

営業外収益

受取利息 122 53

受取配当金 86,180 89,711

仕入割引 6,256 6,010

助成金収入 - 46,358

会員権売却益 - 500

その他 9,533 7,175

営業外収益合計 102,092 149,810

営業外費用

売上割引 1,107 925

その他 358 321

営業外費用合計 1,466 1,246

経常利益 76,548 75,894
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(単位：千円)
前事業年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

特別利益

投資有価証券売却益 26,102 -

固定資産売却益 12,685 -

特別利益合計 38,788 -

特別損失

固定資産除却損 14,415 1,152

固定資産売却損 - 1,593

減損損失 - 796,984

特別損失合計 14,415 799,730

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 100,921 △723,836

法人税、住民税及び事業税 13,650 17,300

法人税等調整額 26,659 △12,082

法人税等合計 40,309 5,217

当期純利益又は当期純損失（△） 60,612 △729,053
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（３）株主資本等変動計算書

　前事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 2,160,418 2,233,785 350,790 2,584,575 340,169 3,400,000 96,055 3,836,224

当期変動額

剰余金の配当 △123,662 △123,662

当期純利益又は当期

純損失（△）
60,612 60,612

別途積立金の取崩 △250,000 250,000 ―

土地再評価差額金の

取崩
― ―

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の当期変動額

（純額）

当期変動額合計 ― ― ― ― ― △250,000 186,950 △63,049

当期末残高 2,160,418 2,233,785 350,790 2,584,575 340,169 3,150,000 283,005 3,773,174

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △399,099 8,182,119 900,200 △79,822 820,377 9,002,497

当期変動額

剰余金の配当 △123,662 △123,662

当期純利益又は当期

純損失（△）
60,612 60,612

別途積立金の取崩 ― ―

土地再評価差額金の

取崩
― ―

自己株式の取得 △58 △58 △58

株主資本以外の項目

の当期変動額

（純額）

△184,931 ― △184,931 △184,931

当期変動額合計 △58 △63,108 △184,931 ― △184,931 △248,040

当期末残高 △399,158 8,119,011 715,269 △79,822 635,446 8,754,457
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　当事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 2,160,418 2,233,785 350,790 2,584,575 340,169 3,150,000 283,005 3,773,174

当期変動額

剰余金の配当 △113,355 △113,355

当期純利益又は当期

純損失（△）
△729,053 △729,053

土地再評価差額金の

取崩
△130,936 △130,936

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の当期変動額

（純額）

当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △973,345 △973,345

当期末残高 2,160,418 2,233,785 350,790 2,584,575 340,169 3,150,000 △690,339 2,799,829

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △399,158 8,119,011 715,269 △79,822 635,446 8,754,457

当期変動額

剰余金の配当 △113,355 △113,355

当期純利益又は当期

純損失（△）
△729,053 △729,053

土地再評価差額金の

取崩
△130,936 △130,936

自己株式の取得 △30 △30 △30

株主資本以外の項目

の当期変動額

（純額）

471,170 130,936 602,107 602,107

当期変動額合計 △30 △973,376 471,170 130,936 602,107 △371,268

当期末残高 △399,188 7,145,634 1,186,439 51,113 1,237,553 8,383,188
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（４）キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 100,921 △723,836

減価償却費 311,751 199,395

貸倒引当金の増減額（△は減少） △172 △188

賞与引当金の増減額（△は減少） △481 △5,218

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,806 9,586

製品保証引当金の増減額（△は減少） △33,131 △2,184

受取利息及び受取配当金 △86,302 △89,764

固定資産売却損益（△は益） △12,685 1,593

固定資産除却損 14,415 1,152

投資有価証券売却損益（△は益） △26,102 -

会員権売却損益（△は益） - △500

減損損失 - 796,984

売上債権の増減額（△は増加） 203,496 223,193

たな卸資産の増減額（△は増加） △52,020 43,088

その他の流動資産の増減額（△は増加） 21,177 7,666

仕入債務の増減額（△は減少） △84,477 △105,914

未払消費税等の増減額（△は減少） 40,425 △31,397

その他の流動負債の増減額（△は減少） △89,477 △35,498

その他 6,980 △7,032

小計 320,125 281,125

利息及び配当金の受取額 86,310 89,769

法人税等の支払額 △12,682 △41,990

法人税等の還付額 55,577 8,736

営業活動によるキャッシュ・フロー 449,331 337,640

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △74,037 △275,538

有形固定資産の売却による収入 10,471 2,336

無形固定資産の取得による支出 △38,756 △16,991

固定資産の除却による支出 △1,170 △256

投資有価証券の売却による収入 50,235 -

長期貸付金の回収による収入 600 600

その他の支出 △640 △58

その他の収入 1,275 3,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,022 △286,908

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △123,529 △113,339

自己株式の取得による支出 △58 △30

財務活動によるキャッシュ・フロー △123,587 △113,370

現金及び現金同等物に係る換算差額 - -

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 273,720 △62,639

現金及び現金同等物の期首残高 1,135,496 1,409,217

現金及び現金同等物の期末残高 1,409,217 1,346,578
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（５）財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

セグメント情報については、住宅建材部門の単一セグメントであるため、セグメント開示を行っておりません。

(持分法損益等)

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

１ 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等

前事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

種類
会社等

の名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有（被所
有）割合
(％)

関連当事者との
関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

その他
の関係
会社

積水
ハウス㈱

大阪市
北区

202,591
住宅
メーカー

被所有

36.4

当社製品の

販売
住宅用建材製品

の販売等
5,961,560

売掛金

電子記録債権

460,680
1,470,202

（直接）
役員の兼任 原材料の仕入 1,141,460 買掛金 86,027

当事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

種類
会社等

の名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有（被所
有）割合
(％)

関連当事者との
関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

その他
の関係
会社

積水
ハウス㈱

大阪市
北区

202,591
住宅
メーカー

被所有

36.4

当社製品の

販売
住宅用建材製品

の販売等
5,081,812

売掛金

電子記録債権

417,633
1,355,269

（直接）
役員の兼任 原材料の仕入 963,120 買掛金 84,959

取引条件及び取引条件の決定方針等

取引価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。取引条件的に劣

ることはありません。

(注) 上記金額のうち取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含みます。

(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

該当事項はありません。

(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

１株当たり純資産額 849円53銭 813円51銭

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純損失(△)

５円88銭 △70円75銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

―円 ―円

(注１) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

(注２) １株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。

項目
前事業年度

(2020年３月31日)
当事業年度

(2021年３月31日)

１株当たり純資産額

　 貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 8,754,457 8,383,188

　 普通株式に係る純資産額(千円) 8,754,457 8,383,188

　 普通株式の発行済株式数(千株) 11,912 11,912

　 普通株式の自己株式数(千株) 1,607 1,607

　 １株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数
　 (千株)

10,305 10,304

項目
前事業年度

(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）

　 損益計算書上の当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 60,612 △729,053

　 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

　 普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 60,612 △729,053

　 期中平均株式数(千株) 10,305 10,304

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

潜在株式はありません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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４．その他

（１）役員の異動（2021年６月29日予定）

　 １.取締役の異動

①新任取締役候補 （新） （現）

　 山元 秀和 取締役 兼 常務執行役員 常務執行役員

　 生産・調達部門担当 生産・調達部門担当

　 ②退任予定取締役 （新） （現）

　 小原 肇 　 　－ 取締役相談役

　 生川 聖一 顧問 取締役 兼 専務執行役員

　 社長特命担当

　


