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1. 2021年3月期の業績（2020年4月1日～2021年3月31日）

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期 8,069 △51.9 836 △73.1 909 △71.1 576 △71.6

2020年3月期 16,785 △4.0 3,103 32.2 3,142 32.0 2,033 25.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2021年3月期 46.53 ― 3.5 4.0 10.4

2020年3月期 164.06 ― 13.0 13.3 18.5

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

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年3月期 22,186 16,736 75.4 1,350.28

2020年3月期 22,926 16,428 71.7 1,325.37

（参考） 自己資本 2021年3月期 16,736百万円 2020年3月期 16,428百万円

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2021年3月期 5,161 △363 △525 10,361

2020年3月期 1,543 △788 △643 6,088

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

2020年3月期 ― 18.00 ― 32.00 50.00 619 30.5 3.9

2021年3月期 ― 4.00 ― 14.00 18.00 223 38.7 1.3

2022年3月期(予想) ― 10.00 ― 10.00 20.00 31.0

2020年３月期期末配当金の内訳　普通配当　18円00銭　特別配当14円00銭

2021年３月期期末配当金の内訳　普通配当　 ４円00銭　特別配当10円00銭

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

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 5,500 ― 200 ― 220 ― 150 ― 12.10

通期 16,000 ― 1,170 ― 1,200 ― 800 ― 64.54

（注）１.「１株当たり当期純利益」の算定上の基礎となる期中平均株式数については、2021年３月31日現在の発行済株式数（自己株式数を除く）を使用しております。

（注）２.2022年３月期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用するため、上記の業績予想は当該会計基準等を適用した後の金額
となっており、対前期及び対前年同四半期増減率は記載しておりません。



※ 注記事項

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 　：　無

② ①以外の会計方針の変更 　：　無

③ 会計上の見積りの変更 　：　無

④ 修正再表示 　：　無

(2) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年3月期 12,401,720 株 2020年3月期 12,401,720 株

② 期末自己株式数 2021年3月期 6,748 株 2020年3月期 6,663 株

③ 期中平均株式数 2021年3月期 12,394,995 株 2020年3月期 12,395,057 株

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予測は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。実際の業績は今後様々
な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ
「１. 経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

(1）当期の経営成績の概況

①経済情勢及び業界の概況

　当事業年度における経済環境は、世界中が新型コロナウイルスの感染拡大により、経済活動が

制限され、景気が大幅に悪化しました。このため、当社の業績も大きく落ち込む結果となりまし

たが、中国では早期に経済活動が再開され、各国でワクチン接種が開始されており、今年に入っ

てからの経済活動の活発化に伴い、当社を取り巻く状況が好転しつつあります。

　このような状況下において、当社は大きな成長が見込まれる電気自動車用リチウムイオン二次

電池の電極用やセパレータ用及び燃料電池用塗工乾燥装置、液晶テレビやスマートフォン・タブ

レット端末用の光学フイルムやタッチパネル用塗工乾燥装置及び電子部品関連塗工乾燥装置の受

注強化に取り組んでまいりました。

　当社の関係する国内外の光学系フイルム業界や電気自動車関連業界では、新型コロナウイルス

感染の影響もあってしばらく設備投資の停滞が続いていましたが、今年に入り急激に投資活動を

再開する明るい動きが見られます。電気自動車関連業界では、これまで電気自動車用リチウムイ

オン二次電池用電極塗工ラインの主要マーケットであった東アジアに加え、今後は欧米が巨大な

マーケットとなるのは確実で欧米での積極的な受注活動を展開いたします。

②売上及び損益の概況

　売上高は、8,069百万円(前年同期比51.9%減)となりました。主な最終製品別売上高は、ディス

プレイ部品関連機器が1,420百万円(前年同期比84.9%減)、機能性紙・フイルム関連塗工機器が

4,234百万円(前年同期比87.6%増)、エネルギー関連機器が905百万円(前年同期比77.1%減)となり

ました。売上高に占める輸出の割合は、31.2%(前年同期は80.3%)となりました。売上総利益は、

1,421百万円(前年同期比65.8%減)、売上総利益率は、17.6%(前年同期は24.7%)となりました。販

売費及び一般管理費は585百万円(前年同期比44.3%減)となりました。営業利益は、836百万円(前

年同期比73.1%減)、経常利益は、909百万円(前年同期比71.1%減)、当期純利益は、576百万円(前

年同期比71.6%減)となりました。

③受注の概況

　受注高は、16,771百万円(前年同期比82.7%増)、その内輸出受注高は、12,030百万円(前年同期

比191.3%増)となりました。受注高に占める輸出の割合は、71.7%(前年同期は45.0%)となりまし

た。受注残高は、14,881百万円(前年同期比140.8%増)、その内輸出受注残高は、11,725百万円(前

年同期比429.3%増)となりました。受注残高に占める輸出の割合は、78.8%(前年同期は35.8%)とな

りました。

　海外への輸出については、新型コロナウイルス感染防止のため、依然として海外との往来に制

限がかかったままですが、当社の関係の深い中国では一早く経済の回復が見られ、今年に入り有

望案件の急増に加え、大型案件の引き合いが増えてきており、第４四半期には大型受注を獲得す

ることができました。

　これまで低迷気味であった国内受注については、少し回復の動きが見られます。しかしながら

国内外の設備メーカーとの価格競争は依然として厳しいものとなっています。今後も光学フイル

ム関連設備と合わせて、二次電池及び燃料電池などのエネルギー関連業界に対する更なる販売強

化と、次世代５Ｇ向け先端材料や全固体電池等への取り組みも積極的に行ってまいります。

④研究開発活動

　スマートフォン・タブレット端末、タッチパネル用のハードコートフイルム、反射防止フイル

ム、透明導電性フイルム、ＭＬＣＣ用途に対する薄膜塗工が可能なＦＫＧコーター、ナノコータ

ー、ＶＣＤダイコーターに加え、生産効率の向上を目指したリチウムイオン二次電池電極製造用

の高速間欠塗工装置、塗工膜厚制御の自動化やセパレータ用の高速両面同時塗工装置及び高速ス

プライス装置などの開発を行っております。更に、塗工目的に応じた多種の最新のカセットチェ

ンジコーターを揃えたテスト用クリーンパイロットコーターで、顧客との共同研究開発を行って

おります。
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(2）当期の財政状態の概況

＜資産・負債及び純資産の概況＞

　総資産は、22,186百万円(前期末比3.2%減)となりました。これは主に売上債権の減少によるも

のです。負債は、5,450百万円（前期末比16.1%減）となりました。これは主に電子記録債務の減

少、未払法人税等の減少及び前受金の増加によるものです。純資産は、16,736百万円(前期末比

1.9%増)となりました。自己資本比率は75.4%(前期末は71.7%)となりました。

(3）当期のキャッシュ・フローの概況

　当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ

4,272百万円増加し、10,361百万円（前期末は6,088百万円）となりました。

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

　営業活動の結果得られた資金は、5,161百万円（前期は1,543百万円）となりました。これは主

に仕入債務の減少があるものの売上債権の回収による影響がそれを上回っていることによるもの

です。

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞

　投資活動の結果使用した資金は、363百万円（前期は788百万円）となりました。これは主に有

形固定資産の取得によるものです。

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

　財務活動の結果使用した資金は、525百万円（前期は資金643百万円）となりました。これは主

に配当金の支払いによるものです。

(4）今後の見通し

　当社では昨年から新型コロナウイルス感染防止のため、時差出勤や在宅勤務及びリモートワー

クを続けており、海外の客先とは殆どがリモート会議となっています。日本でもワクチン接種が

始まりましたが、新型コロナウイルス感染の収束時期が見通せない中、この状況は暫く続くもの

と思われます。

　昨年は、新型コロナウイルス感染防止のため、海外での据付や試運転を中断せざるを得ない時

期がありましたが、客先のニーズに応えるべく現地で一定期間の隔離を受けることで、効率の悪

さはあるものの現在は概ね以前の状況に戻っています。

　当社の関連する業界では、スマートフォン・タブレット端末及び液晶テレビ、またＩＴ関連の

ウエアラブル情報端末や、付属するタッチセンサーの光学系フイルム関連業界などの底堅い需要

に加え、ＥＶ車、ＨＥＶ車、ＰＨＥＶ車及びＦＣ車などの二次電池用エネルギー関連業界も、グ

ローバルな展開により今後も更に伸びが期待されます。

　またこれからの成長に期待のかかる次世代新型二次電池などを、顧客との共同研究開発により

進めてまいります。

　ＡＩ、ビッグデータ、ＩｏＴ対応、安全・安心・安定な設備、自動車やドローン及びロボット

などを含めた完全自動運転技術、省エネルギー対策及び節電・蓄電対策、地球温暖化対策、高速

通信規格（５Ｇ）がキーワードで、当社でもこれらに関連する分野への更なる進出や、工場再編

計画による生産効率の向上と、新型テストコーターの増設計画の推進、及び海外へのグローバル

展開を積極的にスピーディーに展開していく予定です。

　このような環境下において、現時点では、2022年３月期は、売上高16,000百万円、営業利益

1,170百万円、経常利益1,200百万円、当期純利益800百万円を予想しております。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社は連結財務諸表を作成していないため、国際会計基準に基づく財務諸表を作成するための体制

整備の負担等を考慮し、日本基準に基づき財務諸表を作成しております。
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,188,510 10,461,183

受取手形 69,117 15,915

売掛金 4,915,082 4,884,809

電子記録債権 5,968,422 671,293

仕掛品 224,504 202,890

原材料及び貯蔵品 58,103 49,771

前渡金 55,856 143,316

未収還付法人税等 - 205,220

未収消費税等 262,266 -

その他 14,727 32,941

貸倒引当金 △44,730 △14,470

流動資産合計 17,711,862 16,652,872

固定資産

有形固定資産

建物 2,343,170 2,560,051

減価償却累計額 △1,197,805 △1,236,606

建物（純額） 1,145,364 1,323,445

構築物 216,837 220,754

減価償却累計額 △185,583 △189,031

構築物（純額） 31,254 31,723

機械及び装置 1,312,846 1,257,327

減価償却累計額 △1,188,910 △1,149,675

機械及び装置（純額） 123,935 107,651

車両運搬具 68,041 67,793

減価償却累計額 △60,055 △57,210

車両運搬具（純額） 7,985 10,583

工具、器具及び備品 144,099 142,404

減価償却累計額 △115,861 △124,927

工具、器具及び備品（純額） 28,238 17,477

土地 2,026,407 2,001,209

建設仮勘定 310,179 433,292

有形固定資産合計 3,673,365 3,925,384

無形固定資産

ソフトウエア 7,588 10,691

その他 1,992 1,845

無形固定資産合計 9,581 12,537

投資その他の資産

投資有価証券 1,118,925 1,337,871

出資金 15,458 15,458

長期前払費用 196 215

繰延税金資産 306,607 143,252

その他 92,356 101,680

貸倒引当金 △2,300 △2,300

投資その他の資産合計 1,531,244 1,596,177

固定資産合計 5,214,190 5,534,098

資産合計 22,926,053 22,186,971

３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 604,011 787,023

電子記録債務 2,509,600 1,538,891

１年内返済予定の長期借入金 79,452 2,956

未払金 106,769 30,498

未払費用 107,566 63,640

未払法人税等 627,166 16,026

未払消費税等 - 56,871

前受金 744,638 1,458,800

賞与引当金 116,831 118,745

役員賞与引当金 211,995 21,775

資産除去債務 - 1,499

その他 117,559 53,015

流動負債合計 5,225,591 4,149,746

固定負債

長期借入金 2,956 -

再評価に係る繰延税金負債 486,334 483,283

長期未払金 13,500 -

退職給付引当金 762,945 810,705

資産除去債務 6,439 6,439

その他 150 -

固定負債合計 1,272,324 1,300,428

負債合計 6,497,916 5,450,175

純資産の部

株主資本

資本金 1,953,930 1,953,930

資本剰余金

資本準備金 1,466,663 1,466,663

その他資本剰余金 216,793 216,793

資本剰余金合計 1,683,457 1,683,457

利益剰余金

利益準備金 109,922 109,922

その他利益剰余金

別途積立金 6,500,000 6,500,000

繰越利益剰余金 4,759,166 4,896,678

利益剰余金合計 11,369,088 11,506,600

自己株式 △3,215 △3,297

株主資本合計 15,003,260 15,140,690

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 321,040 498,988

繰延ヘッジ損益 △197 9

土地再評価差額金 1,104,033 1,097,107

評価・換算差額等合計 1,424,877 1,596,105

純資産合計 16,428,137 16,736,795

負債純資産合計 22,926,053 22,186,971
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(単位：千円)

前事業年度
(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

当事業年度
(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

売上高 16,785,163 8,069,755

売上原価

当期製品製造原価 12,632,109 6,648,613

売上総利益 4,153,053 1,421,141

販売費及び一般管理費 1,049,909 585,075

営業利益 3,103,143 836,066

営業外収益

受取利息 134 46

受取配当金 33,824 33,198

受取賃貸料 4,545 3,669

助成金収入 1,400 37,972

その他 6,652 5,519

営業外収益合計 46,557 80,406

営業外費用

支払利息 898 689

支払保証料 5,355 5,537

その他 930 563

営業外費用合計 7,184 6,790

経常利益 3,142,516 909,681

特別利益

固定資産売却益 - 3,365

投資有価証券売却益 - 23,431

特別利益合計 - 26,797

特別損失

固定資産除却損 3,568 4,119

固定資産売却損 - 9,013

工場建替関連費用 116,194 7,814

投資有価証券評価損 46,235 -

特別損失合計 165,998 20,947

税引前当期純利益 2,976,517 915,532

法人税、住民税及び事業税 990,145 256,505

法人税等調整額 △47,177 82,219

法人税等合計 942,968 338,725

当期純利益 2,033,549 576,807

（２）損益計算書
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(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

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 1,953,930 1,466,663 216,793 1,683,457 109,922 6,500,000 3,258,604 9,868,527

当期変動額

剰余金の配当 △532,987 △532,987

当期純利益 2,033,549 2,033,549

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

当期変動額合計 - - - - - - 1,500,561 1,500,561

当期末残高 1,953,930 1,466,663 216,793 1,683,457 109,922 6,500,000 4,759,166 11,369,088

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

繰延ヘッジ損
益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △3,215 13,502,698 367,663 - 1,104,033 1,471,697 14,974,396

当期変動額

剰余金の配当 △532,987 △532,987

当期純利益 2,033,549 2,033,549

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

△46,623 △197 △46,820 △46,820

当期変動額合計 - 1,500,561 △46,623 △197 - △46,820 1,453,741

当期末残高 △3,215 15,003,260 321,040 △197 1,104,033 1,424,877 16,428,137

（３）株主資本等変動計算書
前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
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(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
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 1,953,930 1,466,663 216,793 1,683,457 109,922 6,500,000 4,759,166 11,369,088

当期変動額

剰余金の配当 △446,221 △446,221

当期純利益 576,807 576,807

自己株式の取得

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

6,926 6,926

当期変動額合計 - - - - - - 137,511 137,511

当期末残高 1,953,930 1,466,663 216,793 1,683,457 109,922 6,500,000 4,896,678 11,506,600

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

繰延ヘッジ損
益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △3,215 15,003,260 321,040 △197 1,104,033 1,424,877 16,428,137

当期変動額

剰余金の配当 △446,221 △446,221

当期純利益 576,807 576,807

自己株式の取得 △81 △81 △81

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

6,926 177,947 206 △6,926 171,228 178,154

当期変動額合計 △81 137,430 177,947 206 △6,926 171,228 308,658

当期末残高 △3,297 15,140,690 498,988 9 1,097,107 1,596,105 16,736,795

当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
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(単位：千円)

前事業年度
(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 2,976,517 915,532

減価償却費 100,287 119,760

受取利息及び受取配当金 △33,959 △33,245

支払利息 898 689

投資有価証券評価損益（△は益） 46,235 -

工場建替関連費用 116,194 7,814

投資有価証券売却損益（△は益） - △23,431

売上債権の増減額（△は増加） 2,166,424 5,380,604

たな卸資産の増減額（△は増加） △29,680 29,945

前渡金の増減額（△は増加） 330,697 △87,459

未収消費税等の増減額（△は増加） △262,266 262,266

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,963 56,871

その他の資産の増減額（△は増加） 14,229 △6,354

仕入債務の増減額（△は減少） △3,057,042 △787,696

未払金の増減額（△は減少） △45,034 12,089

未払費用の増減額（△は減少） 13,747 △43,925

前受金の増減額（△は減少） △13,605 714,162

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,332 1,914

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 72,555 △190,219

退職給付引当金の増減額（△は減少） 68,543 47,760

貸倒引当金の増減額（△は減少） 44,730 △30,259

その他の負債の増減額（△は減少） 27,121 △52,999

その他 2,255 △29,478

小計 2,524,554 6,264,341

利息及び配当金の受取額 33,959 33,245

利息の支払額 △898 △689

法人税等の支払額 △986,749 △1,034,832

工場建替関連費用の支払額 △27,321 △100,962

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,543,544 5,161,102

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 △722,783 △431,142

有形固定資産の売却による収入 44 14,800

投資有価証券の取得による支出 △51,348 △1,417

投資有価証券の売却による収入 - 61,844

無形固定資産の取得による支出 △2,486 △555

その他 △11,798 △6,932

投資活動によるキャッシュ・フロー △788,371 △363,403

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △112,312 △79,452

配当金の支払額 △531,320 △445,498

自己株式の取得による支出 - △81

財務活動によるキャッシュ・フロー △643,632 △525,032

現金及び現金同等物に係る換算差額 - 6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 111,539 4,272,673

現金及び現金同等物の期首残高 5,976,971 6,088,510

現金及び現金同等物の期末残高 6,088,510 10,361,183

（４）キャッシュ・フロー計算書
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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。

（持分法損益等）

該当事項はありません。

（単位：千円）

日本 中国 韓国 その他 合計

3,299,280 10,984,159 1,921,029 580,694 16,785,163

（単位：千円）

　顧客の氏名又は名称 売上高

椿本興業株式会社 6,487,870

A社 1,723,677

丸紅テクノシステム株式会社 1,235,242

（セグメント情報等）
【セグメント情報】

前事業年度（自  2019年４月１日  至  2020年３月31日）

当社は、機械器具製造業の単一セグメントであるため記載を省略しています。

当事業年度（自  2020年４月１日  至  2021年３月31日）

当社は、機械器具製造業の単一セグメントであるため記載を省略しています。

【関連情報】

前事業年度（自  2019年４月１日  至  2020年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高90％を超えるため、記載を

省略しています。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

(2）有形固定資産

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

記載を省略しています。

３．主要な顧客ごとの情報

（注）　当社とA社との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきま

す。
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（単位：千円）

日本 中国 韓国 その他 合計

5,549,871 1,763,542 576,509 179,832 8,069,755

（単位：千円）

　顧客の氏名又は名称 売上高

椿本興業株式会社 2,600,338

B社 1,297,058

当事業年度（自  2020年４月１日  至  2021年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高90％を超えるため、記載を

省略しています。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

(2）有形固定資産

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

記載を省略しています。

３．主要な顧客ごとの情報

（注）　当社とB社との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきま

す。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度（自  2019年４月１日  至  2020年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自  2020年４月１日  至  2021年３月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度（自  2019年４月１日  至  2020年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自  2020年４月１日  至  2021年３月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前事業年度（自  2019年４月１日  至  2020年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自  2020年４月１日  至  2021年３月31日）

該当事項はありません。
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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 1,325.37円 1,350.28円

１株当たり当期純利益 164.06円 46.53円

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 16,428,137 16,736,795

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円）
－ －

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 16,428,137 16,736,795

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数（千株）
12,395 12,394

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

当期純利益（千円） 2,033,549 576,807

普通株式に係る当期純利益（千円） 2,033,549 576,807

期中平均株式数（千株） 12,395 12,394

（１株当たり情報）

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

２.１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

　　　　３．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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品目

前事業年度 当事業年度

自2019年4月１日 自2020年4月１日

至2020年3月31日 至2021年3月31日

金額 構成比 金額 構成比
対前期比

増減率

売

上

高

塗工機械 16,263,536 96.9 7,518,445 93.2 △53.8

化工機械 348,783 2.1 343,198 4.2 △1.6

その他 172,843 1.0 208,110 2.6 20.4

計 16,785,163 100.0 8,069,755 100.0 △51.9

内輸出高 13,485,882 80.3 2,519,884 31.2 △81.3

受

注

高

塗工機械 8,809,419 96.0 15,092,009 90.0 71.3

化工機械 193,785 2.1 1,479,640 8.8 663.5

その他 176,611 1.9 199,425 1.2 12.9

計 9,179,816 100.0 16,771,074 100.0 82.7

内輸出高 4,130,290 45.0 12,030,200 71.7 191.3

受

注

残

高

塗工機械 6,059,932 98.1 13,633,496 91.6 125.0

化工機械 89,257 1.4 1,225,699 8.2 1273.2

その他 30,871 0.5 22,186 0.2 △28.1

計 6,180,062 100.0 14,881,381 100.0 140.8

内輸出高 2,215,512 35.8 11,725,828 78.8 429.3

４．その他

品目別売上高、受注高、受注残高

（単位：千円、％）
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