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(百万円未満切捨て)
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 28,257 △13.4 1,763 41.0 2,070 67.4 1,364 64.0

2020年３月期 32,640 1.8 1,250 10.9 1,236 2.2 832 4.1
(注) 包括利益 2021年３月期 2,291百万円( －％) 2020年３月期 146百万円(△81.1％)
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2021年３月期 451.29 － 9.7 6.9 6.2

2020年３月期 265.89 － 6.3 4.2 3.8
(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 31,123 16,764 48.5 4,991.64

2020年３月期 28,883 14,533 45.6 4,356.92
(参考) 自己資本 2021年３月期 15,092百万円 2020年３月期 13,173百万円
　　

（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 4,994 △1,066 △33 8,367

2020年３月期 2,746 △1,387 △440 4,295
　　　

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 － 15.00 － 20.00 35.00 107 13.2 0.8

2021年３月期 － 0.00 － 45.00 45.00 136 10.0 1.0

2022年３月期(予想) － － － － － －
　

（注）2022年３月期の配当予想につきましては、未定とさせていただきます。
　

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

(％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) 15,500 32.7 900 － 910 211.7 570 214.9 188.52

通 期 31,900 12.9 1,980 12.3 2,010 △2.9 1,270 △6.9 420.03

　　



※ 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 ： 有

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 3,157,382株 2020年３月期 3,157,382株

② 期末自己株式数 2021年３月期 133,814株 2020年３月期 133,813株

③ 期中平均株式数 2021年３月期 3,023,568株 2020年３月期 3,129,425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 25,357 △11.2 1,196 78.0 1,311 91.4 916 100.8

2020年３月期 28,565 1.8 672 0.2 685 △9.2 456 △75.3
　

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 303.21 －

2020年３月期 145.93 －
　　

（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 25,295 12,395 49.0 4,099.75

2020年３月期 23,808 11,517 48.4 3,809.34

(参考) 自己資本 2021年３月期 12,395百万円 2020年３月期 11,517百万円
　　　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です
　

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績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、実績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
前提となる条件及び業績予想の利用にあたっての特記事項等については、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我が国経済は、世界的な新型コロナウイルス感染症拡大による経済活動の停滞時期から

徐々に活動が再開するにつれ、持ち直しの動きがみられたものの、緊急事態宣言が再発出されるなど感染拡大が依

然続き、また自動車業界では新たに半導体不足リスクも浮上する等、先行き不透明な状況で推移いたしました。

このような経営環境のもと、当社グループの売上高は、期初において自動車部門、建設機械部門共に新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、国内、ＡＳＥＡＮ市場の需要低迷、取引先の生産調整の影響を受け、国内外で大幅

な受注減少に見舞われましたが、９月以降は経済活動再開による回復に伴い前年を上回る推移となりました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は282億５千７百万円（前年同期比13.4％減）となりました。部門別では、

自動車部品は230億３百万円（前年同期比13.9％減）、建設機械部品は40億８千９百万円（前年同期比10.6％減）、

農業機械部品は５億７千５百万円（前年同期比11.6％減）、その他部品は５億８千９百万円（前年同期比14.6％

減）となりました。

　損益面におきましては、グループを挙げての徹底した原価低減により、営業利益は17億６千３百万円（前年同期

比41.0％増）となり、経常利益は20億７千万円（前年同期比67.4％増）、親会社株主に帰属する当期純利益13億６

千４百万円（前年同期比64.0％増）となりました。

（２）当期の財政状態の概況

総資産は、前連結会計年度末に比べ22億３千９百万円増加し、311億２千３百万円となりました。

　資産の部では、流動資産は、現金及び預金が40億７千１百万円増加、受取手形及び売掛金が３億１千８百万円増

加、電子記録債権が14億２千５百万円減少、原材料及び貯蔵品が２億６千６百万円減少したこと等により、前連結

会計年度末に比べ24億４百万円増加し、186億３百万円となり、また固定資産は前連結会計年度末に比べ１億６千４

百万円減少し、125億１千９百万円となりました。

　負債の部では、流動負債は、前連結会計年度末に比べ２千２百万円減少し、134億６千７百万円となり、固定負債

は、前連結会計年度末に比べ３千１百万円増加し、８億９千万円となりました。

純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益13億６千４百万円の計上による増加、剰余金の配当による６千万円

の減少等により、前連結会計年度末に比べ22億３千万円増加し、167億６千４百万円となりました。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ40億７千１

百万円増加し、83億６千７百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況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）

営業活動による資金の増加は49億９千４百万円（前年同期は27億４千６百万円の増加）となりました。この主な

増加要因は、減価償却費13億６千９百万円、税金等調整前当期純利益20億７千万円、売上債権の減少11億７千３百

万円、また、減少要因としては仕入債務の減少３億１千９百万円、法人税等の支払２億９百万円等によるものであ

ります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金の減少は10億６千６百万円（前年同期は13億８千７百万円の減少）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10億５千７百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金の減少は３千３百万円（前年同期は４億４千万円の減少）となりました。この主な減少要因

としては配当金の支払５千９百万円によるものであります。
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（４）今後の見通し

今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症に対するワクチンの普及や各国の経済対策等、明るい

兆しが見受けられるものの、自動車業界での半導体不足リスクの影響や感染力が強い変異株の感染拡大等により先

行きは不透明であり、内外経済が下振れするリスクがあることから予断を許さない状況が続くことが見込まれま

す。

　このような厳しい経営環境のもとではありますが、当社グループの主要部門である自動車部門では、軽・小型車

はコロナ感染症による生産減の取戻しや新規部品の立ち上り等により堅調に推移すると予測しています。また、海

外におきましても、ＡＳＥＡＮでの自動車関連の税制優遇処置等により緩やかに回復していくと予測しておりま

す。

　一方、建設機械部門では、需要回復を予測するものの微増となると予測しております。

　また、中長期的には世界的なカーボンニュートラル実現に向けた自動車メーカーの電動化加速の対応として、開

発・新事業への投資を強化してまいります。

　以上の市場環境のもと、売上高は319億円（前年同期比12.9％増）、利益面につきましては、営業利益19億８千万

円（前年同期比12.3％増）、経常利益20億１千万円（前年同期比2.9％減）、親会社株主に帰属する当期純利益12億

７千万円（前年同期比6.9％減）と予想しております。

（５）継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。

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、当面は、日本基準で連結財

務諸表を作成する方針であります。

　なお、ＩＦＲＳ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 4,295,682 8,367,479

受取手形及び売掛金 4,025,763 4,344,683

電子記録債権 2,993,517 1,568,373

製品 316,144 282,858

仕掛品 1,331,833 1,135,318

原材料及び貯蔵品 2,550,897 2,284,573

その他 685,163 620,100

流動資産合計 16,199,004 18,603,387

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,292,548 3,181,005

機械装置及び運搬具（純額） 5,351,128 5,354,653

工具、器具及び備品（純額） 382,762 343,912

土地 2,507,736 2,566,143

リース資産（純額） 3,333 4,113

建設仮勘定 419,020 309,225

有形固定資産合計 11,956,530 11,759,053

無形固定資産

公共施設利用権 3,126 1,843

その他 56,016 45,466

無形固定資産合計 59,143 47,309

投資その他の資産

投資有価証券 123,012 155,656

退職給付に係る資産 － 123,658

繰延税金資産 370,103 276,439

その他 184,712 166,647

貸倒引当金 △9,130 △9,130

投資その他の資産合計 668,698 713,271

固定資産合計 12,684,371 12,519,634

資産合計 28,883,376 31,123,022
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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

買掛金 2,678,320 2,714,353

電子記録債務 4,966,945 4,716,070

短期借入金 3,832,000 3,800,000

リース債務 1,758 2,220

未払費用 583,947 585,032

未払法人税等 111,132 435,595

賞与引当金 432,752 457,085

役員賞与引当金 19,440 33,900

その他 864,409 723,548

流動負債合計 13,490,705 13,467,805

固定負債

長期借入金 － 60,000

リース債務 1,842 2,280

役員退職慰労引当金 143,652 119,100

退職給付に係る負債 607,132 616,733

資産除去債務 25,441 24,366

その他 80,801 68,163

固定負債合計 858,869 890,645

負債合計 14,349,575 14,358,450

純資産の部

株主資本

資本金 2,143,486 2,143,486

資本剰余金 1,995,896 1,995,896

利益剰余金 9,848,204 11,152,224

自己株式 △211,326 △211,327

株主資本合計 13,776,259 15,080,278

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 31,223 52,981

為替換算調整勘定 △501,667 △17,953

退職給付に係る調整累計額 △132,380 △22,744

その他の包括利益累計額合計 △602,824 12,283

非支配株主持分 1,360,365 1,672,008

純資産合計 14,533,800 16,764,571

負債純資産合計 28,883,376 31,123,022
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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 32,640,633 28,257,706

売上原価 29,378,801 24,672,784

売上総利益 3,261,832 3,584,921

販売費及び一般管理費 2,010,984 1,821,655

営業利益 1,250,847 1,763,265

営業外収益

受取利息 11,550 37,269

受取配当金 4,678 2,965

為替差益 － 39,729

雇用調整助成金 － 174,391

受取ロイヤリティー 4,039 －

物品売却益 22,025 18,852

その他 20,869 65,799

営業外収益合計 63,163 339,009

営業外費用

支払利息 12,705 12,633

固定資産処分損 8,035 12,738

為替差損 40,427 －

その他 16,039 6,219

営業外費用合計 77,207 31,592

経常利益 1,236,803 2,070,683

特別利益

補助金収入 18,019 －

特別利益合計 18,019 －

特別損失

固定資産圧縮損 8,853 －

投資有価証券評価損 6,758 －

特別損失合計 15,611 －

税金等調整前当期純利益 1,239,210 2,070,683

法人税、住民税及び事業税 274,839 557,156

法人税等調整額 3,954 43,849

法人税等合計 278,794 601,006

当期純利益 960,416 1,469,676

非支配株主に帰属する当期純利益 128,332 105,185

親会社株主に帰属する当期純利益 832,084 1,364,491
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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 960,416 1,469,676

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △13,834 21,757

為替換算調整勘定 △736,902 691,019

退職給付に係る調整額 △63,093 108,788

その他の包括利益合計 △813,831 821,566

包括利益 146,585 2,291,242

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 238,972 1,979,599

非支配株主に係る包括利益 △92,386 311,643
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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

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,143,486 1,995,896 9,173,650 △10,489 13,302,543

当期変動額

剰余金の配当 － － △157,530 － △157,530

親会社株主に帰属す

る当期純利益
－ － 832,084 － 832,084

自己株式の取得 － － － △200,837 △200,837

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

－ － － － －

当期変動額合計 － － 674,554 △200,837 473,716

当期末残高 2,143,486 1,995,896 9,848,204 △211,326 13,776,259

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 45,058 14,164 △68,935 △9,712 1,452,752 14,745,583

当期変動額

剰余金の配当 － － － － － △157,530

親会社株主に帰属す

る当期純利益
－ － － － － 832,084

自己株式の取得 － － － － － △200,837

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△13,834 △515,831 △63,445 △593,112 △92,386 △685,498

当期変動額合計 △13,834 △515,831 △63,445 △593,112 △92,386 △211,782

当期末残高 31,223 △501,667 △132,380 △602,824 1,360,365 14,533,800
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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)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,143,486 1,995,896 9,848,204 △211,326 13,776,259

当期変動額

剰余金の配当 － － △60,471 － △60,471

親会社株主に帰属す

る当期純利益
－ － 1,364,491 － 1,364,491

自己株式の取得 － － － △1 △1

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

－ － － － －

当期変動額合計 － － 1,304,019 △1 1,304,018

当期末残高 2,143,486 1,995,896 11,152,224 △211,327 15,080,278

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 31,223 △501,667 △132,380 △602,824 1,360,365 14,533,800

当期変動額

剰余金の配当 － － － － － △60,471

親会社株主に帰属す

る当期純利益
－ － － － － 1,364,491

自己株式の取得 － － － － － △1

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

21,757 483,713 109,636 615,108 311,643 926,751

当期変動額合計 21,757 483,713 109,636 615,108 311,643 2,230,770

当期末残高 52,981 △17,953 △22,744 12,283 1,672,008 16,764,571
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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 1,239,210 2,070,683

減価償却費 1,462,688 1,369,478

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,235 22,036

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1,440 14,460

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 25,742 △123,658

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △19,316 175,215

受取利息及び受取配当金 △16,228 △40,235

支払利息 12,705 12,633

為替差損益（△は益） △69,582 17,395

雇用調整助成金 － △174,391

投資有価証券評価損益（△は益） 6,758 －

有形固定資産圧縮損 8,853 －

補助金収入 △18,019 －

売上債権の増減額（△は増加） 446,207 1,173,144

未収入金の増減額（△は増加） 162,797 △98,292

たな卸資産の増減額（△は増加） 127,989 594,049

仕入債務の増減額（△は減少） △627,878 △319,988

その他 333,369 309,474

小計 3,084,974 5,002,005

利息及び配当金の受取額 16,228 40,235

利息の支払額 △12,884 △12,632

雇用調整助成金の受取額 － 174,391

法人税等の支払額 △359,585 △209,482

補助金の受取額 18,019 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,746,752 4,994,517

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △1,413 △1,338

有形固定資産の取得による支出 △1,368,002 △1,057,535

有形固定資産の売却による収入 1,116 －

その他の支出 － △7,682

その他 △18,966 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,387,266 △1,066,556

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △46,000 －

長期借入れによる収入 － 60,000

長期借入金の返済による支出 △32,000 △32,000

リース債務の返済による支出 △5,335 △2,129

自己株式の取得による支出 △200,837 △1

配当金の支払額 △156,785 △59,692

財務活動によるキャッシュ・フロー △440,958 △33,823

現金及び現金同等物に係る換算差額 △141,906 177,658

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 776,620 4,071,796

現金及び現金同等物の期首残高 3,519,062 4,295,682

現金及び現金同等物の期末残高 4,295,682 8,367,479
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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。

(会計上の見積りの変更)

（退職給付に係る会計処理の数理計算上の差異の費用処理年数の変更）

退職給付に係る会計処理において、数理計算上の差異の費用処理年数は、従来、各連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（17年）で費用処理しておりましたが、平均残存勤務期間がこ

れを下回ったため、当連結会計年度より費用処理年数を15年に変更しております。

なお、この変更による当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

当社及び連結子会社は、ともに鍛工品製造販売の単一セグメント（連結子会社は鍛工品の製品及び当社の一部部

品加工組立を業としている。）であるため、記載を省略しております。

(１株当たり情報)

（当連結会計年度)

１株当たりの純資産 4,991.64円

１株当たりの当期純利益 451.29円

なお、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）1. １株当たり当期純利益算定上の基礎

　 (当連結会計年度）

当期純利益 1,364,491千円

普通株式に帰属しない金額 －千円

普通株式に係る当期純利益 1,364,491千円

普通株式の期中平均株式数 3,023千株

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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４．個別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 3,067,352 6,268,396

受取手形 10,946 28,581

電子記録債権 2,993,517 1,568,373

売掛金 3,547,720 3,844,518

製品 214,794 152,141

仕掛品 931,202 793,429

原材料及び貯蔵品 1,538,075 1,354,019

前渡金 3,576 877

未収入金 598,037 783,218

その他 20,730 17,022

流動資産合計 12,925,955 14,810,580

固定資産

有形固定資産

建物 2,083,367 1,969,209

構築物 90,499 99,222

機械及び装置 2,635,003 2,438,176

車両運搬具 25,888 27,173

工具、器具及び備品 267,896 237,873

土地 1,757,355 1,757,355

リース資産 3,333 4,113

建設仮勘定 377,344 294,858

有形固定資産合計 7,240,690 6,827,983

無形固定資産

ソフトウエア 53,256 43,733

その他 3,126 1,843

無形固定資産合計 56,383 45,576

投資その他の資産

投資有価証券 123,012 155,656

関係会社株式 2,961,708 2,961,708

前払年金費用 82,176 93,973

繰延税金資産 267,536 258,376

その他 159,995 150,459

貸倒引当金 △9,130 △9,130

投資その他の資産合計 3,585,299 3,611,043

固定資産合計 10,882,373 10,484,603

資産合計 23,808,329 25,295,184
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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

電子記録債務 4,746,899 4,518,079

買掛金 2,201,813 3,129,313

短期借入金 3,032,000 3,000,000

リース債務 1,758 2,220

未払金 213,065 123,009

未払費用 481,859 477,463

未払法人税等 110,368 320,956

賞与引当金 358,400 376,600

役員賞与引当金 17,000 22,000

その他 554,876 360,239

流動負債合計 11,718,040 12,329,881

固定負債

リース債務 1,842 2,280

退職給付引当金 355,045 381,023

役員退職慰労引当金 123,600 111,100

資産除去債務 21,185 20,014

その他 70,800 55,000

固定負債合計 572,473 569,418

負債合計 12,290,513 12,899,299

純資産の部

株主資本

資本金 2,143,486 2,143,486

資本剰余金

資本準備金 1,641,063 1,641,063

資本剰余金合計 1,641,063 1,641,063

利益剰余金

利益準備金 96,981 96,981

その他利益剰余金

別途積立金 5,003,000 5,003,000

繰越利益剰余金 2,813,387 3,669,699

利益剰余金合計 7,913,368 8,769,680

自己株式 △211,326 △211,327

株主資本合計 11,486,591 12,342,902

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 31,223 52,981

評価・換算差額等合計 31,223 52,981

純資産合計 11,517,815 12,395,884

負債純資産合計 23,808,329 25,295,184
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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 28,565,052 25,357,764

売上原価 26,128,757 22,569,985

売上総利益 2,436,294 2,787,778

販売費及び一般管理費 1,764,276 1,591,417

営業利益 672,018 1,196,361

営業外収益

受取利息及び受取配当金 4,691 2,967

雇用調整助成金 － 114,709

その他 39,922 27,205

営業外収益合計 44,613 144,883

営業外費用

支払利息 11,146 11,084

その他 20,375 19,054

営業外費用合計 31,522 30,138

経常利益 685,109 1,311,106

特別損失

投資有価証券評価損 6,758 －

特別損失合計 6,758 －

税引前当期純利益 678,351 1,311,106

法人税、住民税及び事業税 216,478 394,710

法人税等調整額 5,203 △387

法人税等合計 221,681 394,322

当期純利益 456,669 916,783
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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 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 2,143,486 1,641,063 1,641,063 96,981 5,003,000 2,514,247 7,614,228

当期変動額

剰余金の配当 － － － － － △157,530 △157,530

当期純利益 － － － － － 456,669 456,669

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 － － － － － 299,139 299,139

当期末残高 2,143,486 1,641,063 1,641,063 96,981 5,003,000 2,813,387 7,913,368

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △10,489 11,388,289 45,058 45,058 11,433,348

当期変動額

剰余金の配当 － △157,530 － － △157,530

当期純利益 － 456,669 － － 456,669

自己株式の取得 △200,837 △200,837 － － △200,837

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

－ － △13,834 △13,834 △13,834

当期変動額合計 △200,837 98,302 △13,834 △13,834 84,467

当期末残高 △211,326 11,486,591 31,223 31,223 11,517,815
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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 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 2,143,486 1,641,063 1,641,063 96,981 5,003,000 2,813,387 7,913,368

当期変動額

剰余金の配当 － － － － － △60,471 △60,471

当期純利益 － － － － － 916,783 916,783

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 － － － － － 856,312 856,312

当期末残高 2,143,486 1,641,063 1,641,063 96,981 5,003,000 3,669,699 8,769,680

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △211,326 11,486,591 31,223 31,223 11,517,815

当期変動額

剰余金の配当 － △60,471 － － △60,471

当期純利益 － 916,783 － － 916,783

自己株式の取得 △1 △1 － － △1

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

－ － 21,757 21,757 21,757

当期変動額合計 △1 856,311 21,757 21,757 878,068

当期末残高 △211,327 12,342,902 52,981 52,981 12,395,884
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（４）個別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。

(会計上の見積りの変更)

（退職給付に係る会計処理の数理計算上の差異の費用処理年数の変更）

退職給付に係る会計処理において、数理計算上の差異の費用処理年数は、従来、各事業年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（17年）で費用処理しておりましたが、平均残存勤務期間がこれを

下回ったため、当事業年度より費用処理年数を15年に変更しております。

なお、この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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５．その他

（１）販売の状況

　

期別

前連結会計年度
（2019年４月１日～2020年３月31日）

当連結会計年度
（2020年４月1日～2021年３月31日）

増 減

部門別 金 額 構成比（％） 金 額 構成比（％） 金 額 比率（％）

自動車部品 26,723,446千円 81.9 23,003,669千円 81.4 △3,719,777千円 △13.9

建設機械部品 4,576,453千円 14.0 4,089,295千円 14.5 △487,158千円 △10.6

農業機械部品 651,152千円 2.0 575,676千円 2.0 △75,476千円 △11.6

その他部品 689,580千円 2.1 589,065千円 2.1 △100,515千円 △14.6

合計 32,640,633千円 100.0 28,257,706千円 100.0 △4,382,927千円 △13.4

（２）役員の異動（2021年６月25日予定）

１．新任取締役候補

武田 正臣 （現 ダイハツ工業株式会社 ユニット生技部 部長）

２．新任監査役候補

溝井 辰雄 （現 当社理事）

３．退任予定取締役

三宅 恆路 （現 当社専務取締役）

当社顧問に就任予定

新川 健二 （現 当社取締役）

当社顧問に就任予定

４．退任予定監査役

藤原 隆三 （現 当社監査役）

　 以上

　


