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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 5,586 △14.9 1,171 △9.6 1,025 △23.3 598 △33.7

2020年3月期 6,563 4.9 1,295 15.6 1,337 45.9 902 63.1

（注）包括利益 2021年3月期　　473百万円 （△40.6％） 2020年3月期　　796百万円 （132.2％）

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 55.08 ― 8.4 6.4 21.0

2020年3月期 83.10 ― 13.7 8.8 19.7

（参考） 持分法投資損益 2021年3月期 △8百万円 2020年3月期 △6百万円

(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 15,719 7,569 46.7 675.55

2020年3月期 16,139 7,205 43.1 640.00

（参考） 自己資本 2021年3月期 7,334百万円 2020年3月期 6,948百万円

(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 1,406 △2,162 671 1,474

2020年3月期 1,229 △608 △85 1,565

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 ― ― ― 10.00 10.00 108 12.0 1.6

2021年3月期 ― ― ― 10.00 10.00 108 18.2 1.5

2022年3月期(予想) ― ― ― 10.00 10.00 13.6

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) 2,800 2.5 600 26.1 600 216.5 400 1,164.1 36.84

通期 5,600 0.2 1,200 2.4 1,200 17.0 800 33.8 73.68



※ 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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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 10,937,449 株 2020年3月期 10,937,449 株

② 期末自己株式数 2021年3月期 80,000 株 2020年3月期 79,900 株

③ 期中平均株式数 2021年3月期 10,857,499 株 2020年3月期 10,857,652 株

（参考）個別業績の概要

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 5,531 △32.3 1,158 △24.7 1,200 △22.6 770 △28.1

2020年3月期 8,173 31.7 1,539 30.2 1,550 28.6 1,071 31.0

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
円 銭 円 銭

2021年3月期 70.95 ―

2020年3月期 98.66 ―

(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 16,415 9,240 56.3 851.12

2020年3月期 16,625 8,489 51.1 781.90

（参考） 自己資本 2021年3月期 9,240百万円 2020年3月期 8,489百万円

※ 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、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。また、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。業績予想の前提となる条件及
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、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世界的な感染拡大により、企業活動が制限

され、個人消費は低迷し、引き続き厳しい状況となりました。

世界経済においては、中国は経済活動の再開後順調に回復し、米国はワクチン普及が個人消費を押し上げる動き

がみられますが、欧州は新型コロナウイルスの感染再拡大による活動制限が長期化するなど、本格的な回復には時

間を要すると見られます。

今後はワクチン接種の進展が期待される一方で、変異ウイルスの感染地域拡大による感染の再拡大による内外経

済の下振れリスクが内在しており、引き続き不透明な状況が続いております。

このような環境のもと、高機能商品の増産並びに高いクオリティを担保する生産設備の拡充を再開し、グローバ

ルな事業展開による安定した収益力の強化と持続的な成長の実現を目指しております。

これらの結果、当連結会計年度において売上高は55億86百万円（前年同期比14.9%減）、営業利益は11億71百万円

（前年同期比9.6％減）、経常利益は10億25百万円（前年同期比23.3％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は5

億98百万円（前年同期比33.7％減）となりました。

セグメントの経営成績は、次のとおりであります。

　ヘルスケア事業

ヘルスケア事業は、新型コロナウイルス感染症の世界的な再拡大の影響によるマレーシア工場の生産及び出荷

停止並びに港湾等の物流の停滞による売上高の減少を通期で回復するに至らず、サガミオリジナル0.01（ゼロゼ

ロワン）の輸出売上高が伸長し、費用の低減はあったものの売上・利益ともに前年同期を下回りました。

この結果、売上高は42億29百万円（前年同期比14.9％減）、営業利益は15億3百万円（前年同期比9.7％減）と

なりました。

　プラスチック製品事業

プラスチック製品事業は、衣料関連向けが低迷し、食料品向け包装フィルムが堅調に推移しました。また、期

初の原料価格は世界経済の後退の影響から原油価格の低迷に伴い大幅に下落しましたが、下期には価格を戻して

きました。

　この結果、売上高は11億52百万円（前年同期比13.5％減）、営業利益は93百万円（前年同期比17.1％増）とな

りました。

　その他

入浴・介護サービス及びその他の事業の売上高は2億4百万円（前年同期比22.2％減）、営業損失は93百万円

（前年同期は営業損失1億6百万円）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

当連結会計年度末における資産の残高は157億19百万円となり、前連結会計年度末と比較し4億19百万円減少し

ました。建設仮勘定が5億11百万円、建物及び構築物が2億58百万円増加し、受取手形及び売掛金並びに電子記録

債権が4億5百万円、機械装置及び運搬具が7億38百万円減少しました。

当連結会計年度末における負債の残高は81億49百万円となり、前連結会計年度末と比較し7億84百万円減少しま

した。長・短期借入金が7億84百万円増加し、流動負債のその他に含まれる設備関係電子記録債務が12億57百万

円、未払法人税等が1億29百万円減少しました。

当連結会計年度末における純資産の残高は75億69百万円となり、前連結会計年度末と比較し3億64百万円増加し

ました。利益剰余金が4億89百万円、その他有価証券評価差額金が89百万円増加し、為替換算調整勘定が1億93百

万円減少しました。
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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、前連結会計年度末に比べ90百万円減

少し、14億74百万円となりました。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)

当連結会計年度の営業活動により獲得した資金は、14億6百万円（前年同期比14.5％増）となりました。これは

主に、税金等調整前当期純利益が9億86百万円、減価償却費が4億26百万円、売上債権の減少が3億98百万円、法人

税等の支払額が5億3百万円あったこと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)

当連結会計年度の投資活動により使用した資金は、21億62百万円（前年同期比255.4％増）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が21億47百万円あったこと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)

当連結会計年度の財務活動により獲得した資金は、6億71百万円（前年同期は85百万円の使用）となりました。

これは主に、長・短期借入金の増加が7億82百万円、配当金の支払が1億10百万円あったことによるものでありま

す。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移
　

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（％） 39.4 44.3 43.1 46.7

時価ベースの自己資本比率（％） 132.2 152.9 94.2 77.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（倍） 6.9 5.8 4.6 4.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 109.1 14.7 21.6 31.0

（注）自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により計算しております。

※ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」を

使用しております。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全て

の負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払

額」を使用しております。

（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のワクチン接種の進展による経済活動の回復が期待されますが、

一方で変異ウイルスの感染再拡大への懸念もあり、先行き不透明な状況が継続するものと予想されます。

　当社グループは、主力セグメントであるヘルスケア事業において、持続的な成長に向けた設備の更新・拡充に取り

組み、ターゲット・マーケティングで当社の強みであるサガミオリジナルの啓発を図り、国内外の需要を的確に捉え、

業績の向上に努めます。このような経済環境や需要動向を踏まえ、連結売上高56億円、営業利益12億円、経常利益12

億円、親会社株主に帰属する当期純利益8億円を見込んでおります。

　なお、上記の連結業績予想は、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作成したものであり、今後

様々な要因によって予想と異なる可能性があります。修正が必要となりました場合には速やかにお知らせいたしま

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、国内の同業他社との比較可能性を確保するため、会計基準につきましては日本基準を適用してお

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 1,565,022 1,474,580

受取手形及び売掛金 1,150,671 971,147

電子記録債権 1,311,553 1,085,463

たな卸資産 1,505,158 1,570,887

その他 108,546 60,775

貸倒引当金 △41,051 △31,966

流動資産合計 5,599,901 5,130,888

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,155,141 3,423,450

減価償却累計額 △1,506,789 △1,517,026

建物及び構築物（純額） 1,648,351 1,906,424

機械装置及び運搬具 8,470,435 7,948,809

減価償却累計額 △3,676,876 △3,893,332

機械装置及び運搬具（純額） 4,793,559 4,055,477

土地 1,090,095 1,046,943

建設仮勘定 2,273,852 2,785,640

その他 273,107 250,625

減価償却累計額 △210,080 △198,263

その他（純額） 63,026 52,361

有形固定資産合計 9,868,885 9,846,847

無形固定資産 8,320 15,795

投資その他の資産

投資有価証券 337,322 461,419

繰延税金資産 222,320 170,435

その他 106,898 97,439

貸倒引当金 △4,352 △3,274

投資その他の資産合計 662,189 726,020

固定資産合計 10,539,395 10,588,664

資産合計 16,139,297 15,719,553
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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 379,483 192,099

電子記録債務 93,921 214,084

短期借入金 4,226,563 5,005,374

未払法人税等 308,279 178,540

賞与引当金 81,497 78,362

その他 1,874,409 515,231

流動負債合計 6,964,154 6,183,693

固定負債

長期借入金 1,451,382 1,456,967

役員退職慰労引当金 377,375 397,266

退職給付に係る負債 128,209 100,452

資産除去債務 5,372 5,381

長期預り保証金 3,400 3,100

その他 4,382 2,927

固定負債合計 1,970,122 1,966,093

負債合計 8,934,276 8,149,787

純資産の部

株主資本

資本金 547,436 547,436

資本剰余金 676,518 676,518

利益剰余金 6,519,905 7,009,376

自己株式 △35,311 △35,455

株主資本合計 7,708,548 8,197,875

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 96,464 186,261

為替換算調整勘定 △856,174 △1,049,403

その他の包括利益累計額合計 △759,710 △863,141

非支配株主持分 256,181 235,031

純資産合計 7,205,020 7,569,765

負債純資産合計 16,139,297 15,719,553
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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 6,563,313 5,586,476

売上原価 3,787,408 3,160,496

売上総利益 2,775,904 2,425,980

販売費及び一般管理費 1,480,071 1,254,382

営業利益 1,295,832 1,171,597

営業外収益

受取利息 3,556 1,397

受取配当金 17,865 16,820

作業くず売却益 9,203 9,003

不動産賃貸料 2,332 2,590

助成金収入 - 23,964

為替差益 68,502 -

その他 7,448 14,549

営業外収益合計 108,908 68,325

営業外費用

支払利息 57,107 45,328

為替差損 - 157,755

持分法による投資損失 6,186 8,001

その他 3,886 3,334

営業外費用合計 67,181 214,419

経常利益 1,337,560 1,025,503

特別利益

固定資産売却益 111 209

特別利益合計 111 209

特別損失

固定資産除売却損 1,312 3,724

投資有価証券評価損 1,214 -

減損損失 8,196 35,459

特別損失合計 10,723 39,183

税金等調整前当期純利益 1,326,948 986,529

法人税、住民税及び事業税 481,409 381,522

法人税等調整額 △57,327 18,863

法人税等合計 424,082 400,386

当期純利益 902,866 586,142

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に
帰属する当期純損失（△）

545 △11,903

親会社株主に帰属する当期純利益 902,321 598,046
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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 902,866 586,142

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △67,783 89,797

為替換算調整勘定 △39,915 △202,475

持分法適用会社に対する持分相当額 1,445 △298

その他の包括利益合計 △106,253 △112,976

包括利益 796,613 473,166

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 797,228 494,315

非支配株主に係る包括利益 △614 △21,149
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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 547,436 681,385 5,726,162 △34,829 6,920,155

当期変動額

剰余金の配当 △108,578 △108,578

親会社株主に帰属す

る当期純利益
902,321 902,321

自己株式の取得 △482 △482

連結子会社の増資に

よる持分の増減
△4,867 △4,867

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - △4,867 793,742 △482 788,392

当期末残高 547,436 676,518 6,519,905 △35,311 7,708,548

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

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 164,247 △817,419 △653,171 251,929 6,518,913

当期変動額

剰余金の配当 △108,578

親会社株主に帰属す

る当期純利益
902,321

自己株式の取得 △482

連結子会社の増資に

よる持分の増減
△4,867

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△67,783 △38,755 △106,538 4,252 △102,286

当期変動額合計 △67,783 △38,755 △106,538 4,252 686,106

当期末残高 96,464 △856,174 △759,710 256,181 7,205,020
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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 547,436 676,518 6,519,905 △35,311 7,708,548

当期変動額

剰余金の配当 △108,575 △108,575

親会社株主に帰属す

る当期純利益
598,046 598,046

自己株式の取得 △143 △143

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - 489,470 △143 489,326

当期末残高 547,436 676,518 7,009,376 △35,455 8,197,875

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

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 96,464 △856,174 △759,710 256,181 7,205,020

当期変動額

剰余金の配当 △108,575

親会社株主に帰属す

る当期純利益
598,046

自己株式の取得 △143

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

89,797 △193,228 △103,431 △21,149 △124,581

当期変動額合計 89,797 △193,228 △103,431 △21,149 364,745

当期末残高 186,261 △1,049,403 △863,141 235,031 7,569,765

　



相模ゴム工業株式会社(5194) 2021年３月期 決算短信

- 10 -

（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 1,326,948 986,529

減価償却費 450,417 426,851

のれん償却額 1,908 -

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,799 △10,164

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,436 △3,135

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 24,290 △27,975

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 26,337 19,891

受取利息及び受取配当金 △21,422 △18,218

支払利息 57,107 45,328

為替差損益（△は益） △10,109 26,015

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,201 3,514

持分法による投資損益（△は益） 6,186 8,001

投資有価証券評価損益（△は益） 1,214 -

売上債権の増減額（△は増加） 169,993 398,427

たな卸資産の増減額（△は増加） △173,656 △100,468

仕入債務の増減額（△は減少） △170,647 78,994

その他 △67,468 98,882

小計 1,607,937 1,932,474

利息及び配当金の受取額 21,332 18,212

利息の支払額 △56,905 △40,117

法人税等の支払額 △343,337 △503,716

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,229,026 1,406,852

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 △611,338 △2,147,602

有形固定資産の売却による収入 111 209

投資有価証券の取得による支出 △1,262 △1,279

無形固定資産の取得による支出 △3,925 △12,095

貸付けによる支出 - △4,100

貸付金の回収による収入 7,967 2,194

投資活動によるキャッシュ・フロー △608,447 △2,162,673

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △277,440 456,720

長期借入れによる収入 1,200,000 1,400,000

長期借入金の返済による支出 △898,288 △1,073,980

自己株式の取得による支出 △482 △143

配当金の支払額 △107,808 △110,128

その他 △1,502 △1,234

財務活動によるキャッシュ・フロー △85,521 671,232

現金及び現金同等物に係る換算差額 △66,602 △5,644

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 468,455 △90,232

現金及び現金同等物の期首残高 1,096,567 1,565,022

現金及び現金同等物の期末残高 1,565,022 1,474,790
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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。

(追加情報)

新型コロナウイルス感染症の影響は一定期間継続し業績に影響を及ぼす可能性があるものの、現時点において会

計上の見積りに重要な影響を与えるものではないと判断しております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症

の影響は不確定要素が多く、翌連結会計年度の当社グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。
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(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

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、各セグメン

トへの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。

当社グループは、「ヘルスケア事業」と「プラスチック製品事業」の２つを基本に事業を営んでおり、事業部単位

で包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは「ヘルスケア事業」及び「プラスチック製品事業」の２つを報告セグメントとしてお

ります。

「ヘルスケア事業」は、コンドーム、医療用ゴム製品及び生活自助具等を製造・販売しております。「プラスチッ

ク製品事業」は、食品用包装フィルム及び事務用ファイル等を製造・販売しております。

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」に記載

のとおりであります。

なお、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。

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
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

連結財務諸
表計上額
(注)３ヘルスケア

事業

プラスチッ
ク製品
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 4,968,207 1,332,761 6,300,969 262,343 6,563,313 - 6,563,313

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

- - - - - - -

計 4,968,207 1,332,761 6,300,969 262,343 6,563,313 - 6,563,313

セグメント利益又は損失
(△)

1,665,128 80,172 1,745,300 △106,566 1,638,734 △342,901 1,295,832

セグメント資産 13,476,514 983,358 14,459,873 305,793 14,765,666 1,373,630 16,139,297

その他の項目

減価償却費 409,999 20,361 430,361 12,215 442,576 7,840 450,417

　有形固定資産及び無
　形固定資産の増加額

1,928,406 22,267 1,950,674 1,484 1,952,159 9,863 1,962,022

(注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、巡回入浴等のサービスや

日用雑貨品他を製造・販売しております。

２ セグメント利益又は損失の調整額には、セグメント間取引消去と各報告セグメントに配分していない全社費

用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一般管理部門に係る費用であります。

セグメント資産の調整額は、主に各報告セグメントに配分していない余資運用資金(現金及び預金)、長期投

資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

３ セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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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
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

連結財務諸
表計上額
(注)３ヘルスケア

事業

プラスチッ
ク製品
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 4,229,511 1,152,790 5,382,301 204,175 5,586,476 - 5,586,476

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

- - - - - - -

計 4,229,511 1,152,790 5,382,301 204,175 5,586,476 - 5,586,476

セグメント利益又は損失
(△)

1,503,955 93,897 1,597,853 △93,370 1,504,482 △332,884 1,171,597

セグメント資産 13,349,008 917,713 14,266,722 243,494 14,510,216 1,209,336 15,719,553

その他の項目

減価償却費 388,379 16,595 404,975 11,916 416,892 9,958 426,851

　有形固定資産及び無
　形固定資産の増加額

653,296 5,915 659,212 3,612 662,825 24,451 687,276

(注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、巡回入浴等のサービスや

日用雑貨品他を製造・販売しております。

２ セグメント利益又は損失の調整額には、セグメント間取引消去と各報告セグメントに配分していない全社費

用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一般管理部門に係る費用であります。

セグメント資産の調整額は、主に各報告セグメントに配分していない余資運用資金(現金及び預金)、長期投

資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

３ セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(１株当たり情報)

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 640.00円 675.55円

１株当たり当期純利益 83.10円 55.08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。

２ 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(千円) 902,321 598,046

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益(千円)

902,321 598,046

期中平均株式数(千株) 10,857 10,857

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　


