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1. 2021年3月期の連結業績（2020年4月1日～2021年3月31日）

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期 14,298 △12.8 16 △94.5 98 △72.6 △37 ―

2020年3月期 16,399 △4.6 301 △8.5 359 △7.0 150 △9.5

（注）包括利益 2021年3月期　　195百万円 （―％） 2020年3月期　　△33百万円 （―％）

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 △2.04 ― △0.4 0.6 0.1

2020年3月期 8.12 ― 1.7 2.1 1.8

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

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年3月期 16,785 9,030 53.8 485.78

2020年3月期 16,870 8,928 52.9 480.25

（参考） 自己資本 2021年3月期 9,030百万円 2020年3月期 8,928百万円

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

百万円 百万円 百万円 百万円

2021年3月期 543 △274 △92 4,089

2020年3月期 134 △582 △93 3,914

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

2020年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 92 55.6 1.0

2021年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 92 ― 1.0

2022年3月期(予想) ― 0.00 ― 5.00 5.00 60.0

3. 2022年 3月期の連結業績予想（2021年 4月 1日～2022年 3月31日）
（％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
親会社株主に帰属する

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) 8,350 28.7 135 ― 175 ― 80 ― 4.30

通期 16,360 14.4 285 ― 345 252.0 155 ― 8.34



※ 注記事項

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 　：　無

② ①以外の会計方針の変更 　：　無

③ 会計上の見積りの変更 　：　無

④ 修正再表示 　：　無

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年3月期 23,818,257 株 2020年3月期 23,818,257 株

② 期末自己株式数 2021年3月期 5,228,065 株 2020年3月期 5,227,945 株

③ 期中平均株式数 2021年3月期 18,590,249 株 2020年3月期 18,590,618 株

（参考）個別業績の概要

1. 2021年3月期の個別業績（2020年4月1日～2021年3月31日）

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

2021年3月期 14,297 △12.7 20 △92.0 107 △67.2 △16 ―

2020年3月期 16,382 △4.5 262 △18.6 328 △14.2 130 △23.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

2021年3月期 △0.91 ―

2020年3月期 7.01 ―

(2) 個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年3月期 16,944 8,853 52.3 476.25

2020年3月期 16,640 8,734 52.5 469.81

（参考） 自己資本 2021年3月期 8,853百万円 2020年3月期 8,734百万円

2. 2022年 3月期の個別業績予想（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 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 8,330 27.9 170 ― 78 ― 4.20

通期 16,340 14.2 335 213.1 150 ― 8.07

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実
際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提になる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付
資料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

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響から経済活動が大きく制限

され、企業収益の悪化に伴う景況感の低迷、個人消費の落ち込みなど非常に厳しい状況で推移いたしました。

　当社グループの主要取引先である外食産業および旅館・ホテル業界におきましては新型コロナウイルス感染症拡

大防止に向けた営業自粛の要請、インバウンド需要の消滅などから業績の回復は遅々として進まず先行きが不透明

な状況が続いております。

　このような状況のなかで、当社グループの当連結会計年度の売上高は１４２億９８百万円（前期比12.8％減）と

なりました。

　利益面では、営業利益１６百万円（前期比94.5％減）、経常利益９８百万円（前期比72.6％減）を計上したもの

の、親会社株主に帰属する当期純利益は減損損失６６百万円を計上した影響から親会社株主に帰属する当期純損失

３７百万円（前期は親会社株主に帰属する当期純利益１億５０百万円）を計上いたしました。

セグメントの業績を示すと次のとおりであります。

（業務用厨房関連事業）

　業務用厨房関連事業につきましては、売上高は１３９億６４百万円（前期比13.1％減）、営業利益は４億７７百

万円（前期比38.9％減）となりました。

（不動産賃貸事業)

　不動産賃貸事業につきましては、売上高は３億４９百万円（前期比0.5％減）、営業利益は２億１３百万円（前期

比3.4％増）となりました。

（２）当期の財政状態の概況

資産、負債及び純資産の状況

（資 産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて2.8％減少し、８３億３９百万円となりました。これは主に受取手

形及び売掛金２億９８百万円及び商品１億５百万円の減少と現金及び預金１億７５百万円の増加が相殺され

たものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.9％増加し、８４億４５百万円となりました。これは主に、投資

有価証券３億３５百万円の増加と繰延税金負債の増加に伴う繰延税金資産９８百万円の減少が相殺されたも

のです。

（負 債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて2.8％減少し、６４億３５百万円となりました。これは主に、支払

手形及び買掛金２億２９百万円及び未払法人税等９２百万円の減少と流動負債のその他に含まれる未払消費

税１億４百万円の増加が相殺されたものです。

固定負債は前連結会計年度末と比べて0.2％増加し、１３億１８百万円となりました。これは主に退職給付

に係る負債８百万円の増加と長期未払金７百万円減少が相殺されたものです。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べて1.1％増加し、９０億３０百万円となりました。これは主に、その他

有価証券評価差額金２億２９百万円の増加と利益剰余金１億３０百万円の減少が相殺されたものです。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は４０憶８９百万円となり、前連結会計

年度末より１億７５百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によって得られた資金は、５億４３百万円となりました。これは主に、売上債権の減少、たな卸

資産の減少及び減価償却費による資金の獲得によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によって使用した資金は、２億７４百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得によ

る支出によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によって使用した資金は、９２百万円となりました。これは主に、配当金の支払額によるもので

す。

　 (参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

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

自己資本比率（％） 51.3 51.6 52.6 52.9 53.8

時価ベースの自己資本比率
（％）

23.6 32.0 28.7 30.9 29.6

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

3.3 ― 2.4 15.8 3.9

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

44.0 ― 79.2 11.7 48.4

　 自己資本比率 ：自己資本（期末）／総資産（期末）

　 時価ベースの自己資本比率 ：株式時価総額／総資産（期末）

　 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ ：キャッシュ・フロー／利払い

　 （注）１ いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。

２ 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。

３ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

　 ４ 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を

　 対象としています。

　 ５ 2018年３月期は、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロー対有利子負

　 債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオを算出しておりません。

（４）今後の見通し

　次期の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症対策としてのワクチン接種が始まってはいるものの、変異

株の拡大もあり新型コロナウイルス感染症の収束時期は依然として不透明であり、今後も予断を許さない状況が続くこ

とが予想されます。

　 当社グループにつきましては、新型コロナウイルス感染症の状況下でも需要の高い食品加工場、スーパーマーケット

などの中食への営業強化に努めながら、外食産業の本格的な業績回復時の需要拡大を見据えた営業を展開してまいりま

す。

　次期の連結業績見通しにつきましては、売上高１６３億６０百万円、営業利益２億８５百万円、経常利益３億４５百

万円、親会社に株主に帰属する当期純利益１億５５百万円を計画しております。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、日本基準に基づいて連結財務諸

表を作成しております。なお、国際会計基準の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく

方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,914,042 4,089,592

受取手形及び売掛金 2,927,058 2,629,037

商品 1,502,481 1,396,613

製品 1,412 3,144

仕掛品 13,083 23,155

原材料及び貯蔵品 56,176 53,248

その他 175,332 149,385

貸倒引当金 △6,500 △4,800

流動資産合計 8,583,088 8,339,378

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,401,523 6,493,228

減価償却累計額 △3,817,091 △3,938,340

建物及び構築物（純額） 2,584,431 2,554,888

機械装置及び運搬具 717,126 711,073

減価償却累計額 △587,466 △604,126

機械装置及び運搬具（純額） 129,659 106,946

土地 2,776,815 2,826,982

その他 834,004 841,382

減価償却累計額 △622,767 △671,507

その他（純額） 211,237 169,874

有形固定資産合計 5,702,144 5,658,691

無形固定資産

ソフトウエア 77,458 61,314

その他 154,641 141,097

無形固定資産合計 232,099 202,412

投資その他の資産

投資有価証券 1,867,451 2,202,485

破産更生債権等 136,867 131,941

長期貸付金 6,780 6,550

繰延税金資産 209,287 111,071

その他 254,983 248,542

貸倒引当金 △122,485 △115,725

投資その他の資産合計 2,352,884 2,584,866

固定資産合計 8,287,128 8,445,970

資産合計 16,870,217 16,785,349
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,952,358 3,723,060

短期借入金 2,119,000 2,119,000

未払法人税等 125,531 33,332

賞与引当金 108,015 105,876

その他 320,846 454,652

流動負債合計 6,625,751 6,435,920

固定負債

退職給付に係る負債 946,839 955,641

役員退職慰労引当金 262,994 263,288

長期未払金 87,600 80,400

その他 19,019 19,424

固定負債合計 1,316,452 1,318,754

負債合計 7,942,204 7,754,675

純資産の部

株主資本

資本金 3,235,546 3,235,546

資本剰余金 2,965,130 2,965,130

利益剰余金 3,042,328 2,911,461

自己株式 △942,403 △942,436

株主資本合計 8,300,602 8,169,702

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 628,892 858,295

退職給付に係る調整累計額 △1,481 2,676

その他の包括利益累計額合計 627,410 860,971

純資産合計 8,928,012 9,030,673

負債純資産合計 16,870,217 16,785,349
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 16,399,312 14,298,926

売上原価 12,278,817 10,638,232

売上総利益 4,120,495 3,660,694

販売費及び一般管理費 3,819,117 3,644,234

営業利益 301,377 16,460

営業外収益

受取利息 307 86

受取配当金 39,527 37,478

受取家賃 11,198 9,249

為替差益 4,772 1,688

受取保険金 7,388 12,364

助成金収入 - 26,100

その他 5,832 6,274

営業外収益合計 69,026 93,242

営業外費用

支払利息 11,152 11,217

営業外費用合計 11,152 11,217

経常利益 359,251 98,484

特別利益

固定資産売却益 273 -

特別利益合計 273 -

特別損失

固定資産除却損 12,646 1,621

会員権評価損 4,570 -

減損損失 - 66,035

損害賠償金 12,804 -

特別損失合計 30,020 67,657

税金等調整前当期純利益 329,504 30,827

法人税、住民税及び事業税 166,262 67,202

法人税等調整額 12,283 1,541

法人税等合計 178,545 68,743

当期純利益又は当期純損失（△） 150,958 △37,915

非支配株主に帰属する当期純利益 - -

親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（△）

150,958 △37,915
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当期純利益 150,958 △37,915

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △157,109 229,402

退職給付に係る調整額 △27,667 4,158

その他の包括利益合計 △184,776 233,561

包括利益 △33,818 195,645

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △33,818 195,645

非支配株主に係る包括利益 - -
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（３）連結株主資本等変動計算書

　前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：千円)

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

退職給付に

係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 3,235,546 2,965,130 2,984,324 △942,264 8,242,737 786,001 26,185 812,187 9,054,924

当期変動額

剰余金の配当 △92,954 △92,954 △92,954

親会社株主に帰属す

る当期純利益
150,958 150,958 150,958

自己株式の取得 △139 △139 △139

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△157,109 △27,667 △184,776 △184,776

当期変動額合計 - - 58,004 △139 57,865 △157,109 △27,667 △184,776 △126,911

当期末残高 3,235,546 2,965,130 3,042,328 △942,403 8,300,602 628,892 △1,481 627,410 8,928,012

　当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：千円)

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

退職給付に

係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 3,235,546 2,965,130 3,042,328 △942,403 8,300,602 628,892 △1,481 627,410 8,928,012

当期変動額

剰余金の配当 △92,951 △92,951 △92,951

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
△37,915 △37,915 △37,915

自己株式の取得 △33 △33 △33

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

229,402 4,158 233,561 233,561

当期変動額合計 - - △130,867 △33 △130,900 229,402 4,158 233,561 102,661

当期末残高 3,235,546 2,965,130 2,911,461 △942,436 8,169,702 858,295 2,676 860,971 9,030,673
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 329,504 30,827

減価償却費 283,604 298,569

有形固定資産除却損 12,646 1,621

有形固定資産売却損益（△は益） △273 -

会員権評価損 4,570 -

貸倒引当金の増減額（△は減少） △27,965 △8,460

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,612 △2,139

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △45,392 14,795

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 277 293

受取利息及び受取配当金 △39,834 △37,564

支払利息 11,152 11,217

売上債権の増減額（△は増加） 278,705 298,021

たな卸資産の増減額（△は増加） △169,437 63,372

仕入債務の増減額（△は減少） △277,630 △229,298

未払消費税等の増減額（△は減少） △77,530 87,658

受取保険金 - △12,364

減損損失 - 66,035

助成金収入 - △26,100

損害賠償金 12,804 -

その他 △56,233 77,650

小計 232,352 634,135

利息及び配当金の受取額 39,888 37,566

利息の支払額 △11,479 △11,254

法人税等の支払額 △113,865 △155,520

保険金の受取額 - 12,364

損害賠償金の支払額 △12,804 -

助成金の受取額 - 26,100

営業活動によるキャッシュ・フロー 134,092 543,391

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 100,000 -

投資有価証券の取得による支出 △62,197 △10,791

有形固定資産の取得による支出 △556,014 △249,045

有形固定資産の売却による収入 274 -

無形固定資産の取得による支出 △58,894 △12,530

貸付金の回収による収入 373 2,510

貸付けによる支出 - △5,000

会員権の取得による支出 △5,670 -

投資活動によるキャッシュ・フロー △582,128 △274,856

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △139 △33

配当金の支払額 △92,954 △92,951

財務活動によるキャッシュ・フロー △93,093 △92,984

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △541,130 175,549

現金及び現金同等物の期首残高 4,455,172 3,914,042

現金及び現金同等物の期末残高 3,914,042 4,089,592
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（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

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)

１ 報告セグメントの概要

（1）報告セグメントの決定方法

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

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

（2）各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

当社は業務用厨房機器の販売を中心に事業活動を展開しており、これらに付帯する業務用厨房機器の修理・保守

サービス及び業務用厨房機械器具、製菓・製パン機械器具の製造を行っているほか、不動産の賃貸事業を行ってお

ります。

　したがって、当社においては、「業務用厨房関連事業」及び「不動産賃貸事業」の２つを報告セグメントとして

おります。

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と概ね同一であります。

　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢

価格に基づいております。
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

連結財務諸表
計上額(注)２業務用厨房

関連事業
不動産賃貸事業 計

売上高

　外部顧客への売上高 16,062,587 336,724 16,399,312 ― 16,399,312

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― 15,106 15,106 △15,106 ―

計 16,062,587 351,831 16,414,419 △15,106 16,399,312

セグメント利益 782,046 206,686 988,732 △687,354 301,377

セグメント資産 7,961,917 2,510,796 10,472,714 6,397,502 16,870,217

その他の項目

　減価償却費 169,251 61,781 231,032 52,571 283,604

　減損損失 ─ ― ─ ― ─

　有形固定資産及び
　無形固定資産の増加額

580,342 2,600 582,942 123,118 706,060

(注) １ 調整額は、以下のとおりであります。

(1)セグメント利益の調整額△687,354千円には、セグメント間取引消去9,633千円及び各報告セグメントに

配分していない全社費用△696,988千円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しな

い管理部門等に係る費用であります。

(2)セグメント資産の調整額6,397,502千円には、セグメント間取引消去△62,329千円及び各報告セグメント

に配分していない全社資産6,459,831千円が含まれております。全社資産は主に当社での余剰運用資金

（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び本社管理部門に係る資産等であります。

(3)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額123,118千円は、主に建物、車輌運搬具の投資額であり

ます。
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当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

連結財務諸表
計上額(注)２業務用厨房

関連事業
不動産賃貸事業 計

売上高

　外部顧客への売上高 13,964,056 334,870 14,298,926 ― 14,298,926

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― 15,106 15,106 △15,106 ―

計 13,964,056 349,977 14,314,033 △15,106 14,298,926

セグメント利益 477,906 213,734 691,640 △675,180 16,460

セグメント資産 7,545,249 2,472,674 10,017,923 6,767,425 16,785,349

その他の項目

　減価償却費 182,750 59,438 242,189 56,380 298,569

　減損損失 66,035 ― 66,035 ― 66,035

　有形固定資産及び
　無形固定資産の増加額

239,851 493 240,344 10,122 250,467

(注) １ 調整額は、以下のとおりであります。

(1)セグメント利益の調整額△675,180千円には、セグメント間取引消去7,404千円及び各報告セグメントに

配分していない全社費用△682,585千円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しな

い管理部門等に係る費用であります。

(2)セグメント資産の調整額6,767,425千円には、セグメント間取引消去△59,849千円及び各報告セグメント

に配分していない全社資産6,827,275千円が含まれております。全社資産は主に当社での余剰運用資金

（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び本社管理部門に係る資産等であります。

(3)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額10,122千円は、主に建物、車輌運搬具の投資額であり

ます。
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(１株当たり情報)

区分
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

１株当たり純資産額 480円25銭 485円78銭

１株当たり当期純利益金額又は
１ 株 当 た り 当 期 純 損 失 金 額
（△）

8円12銭 △2円04銭

潜在株式調整後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
益金額については、潜在株式が存在し
ないため記載しておりません。

　潜在株式調整後１株当たり当期純利
益金額については、潜在株式が存在し
ないため記載しておりません。

　１ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益金額又は
親会社株主に帰属する当期純損失金額（△）

150,958千円 △37,915千円

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益又は
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失
（△）

150,958千円 △37,915千円

普通株式の期中平均株式数 18,590,618株 18,590,249株

　２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 8,928,012千円 9,030,673千円

普通株式に係る純資産額 8,928,012千円 9,030,673千円

普通株式の発行済株式数 23,818,257株 23,818,257株

普通株式の自己株式数 5,227,945株 5,228,065株

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 18,590,312株 18,590,192株

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　




