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1. 2021年4月期の連結業績（2020年5月1日～2021年4月30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4月期 30,735 △2.1 627 △32.8 877 △10.3 560 △2.4

2020年4月期 31,379 △4.7 933 △40.2 978 △39.3 574 △48.1

（注）包括利益 2021年4月期　　906百万円 （98.4％） 2020年4月期　　457百万円 （△61.5％）

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4月期 60.40 ― 3.6 3.0 2.0

2020年4月期 62.06 ― 3.8 3.5 3.0

（参考） 持分法投資損益 2021年4月期 23百万円 2020年4月期 32百万円

(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4月期 27,295 16,110 58.7 1,724.84

2020年4月期 30,525 15,301 49.8 1,641.47

（参考） 自己資本 2021年4月期 16,011百万円 2020年4月期 15,195百万円

(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4月期 1,480 447 △2,939 5,194

2020年4月期 972 △1,804 1,192 6,181

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4月期 ― 10.00 ― 9.00 19.00 175 30.6 1.2

2021年4月期 ― 3.00 ― 16.00 19.00 176 31.5 1.1

2022年4月期(予想) ― 7.00 ― 14.00 21.00 30.5

3. 2022年4月期の連結業績予想（2021年5月1日～2022年4月30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) 16,780 7.8 420 23.6 465 0.5 300 1.1 32.32

通期 34,350 11.8 905 44.3 990 12.8 640 14.2 68.94



※ 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4月期 9,605,800 株 2020年4月期 9,605,800 株

② 期末自己株式数 2021年4月期 322,979 株 2020年4月期 348,571 株

③ 期中平均株式数 2021年4月期 9,274,267 株 2020年4月期 9,250,838 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

・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およ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

となる条件およ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、決算短信（添付資料）３ページの「(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、新型コロナウイルス感染症の世界規模での拡大に伴い、社会経済活動は

停滞し、景気は急速に悪化いたしました。各種政策の効果や海外経済の改善などにより持直しの動きが見られるも

のの、依然として厳しい状況が続いております。世界経済につきましても、新型コロナウイルス感染症の影響に加

え、長期化する米中貿易摩擦の影響など、景気の先行きは依然として不透明な状況で推移いたしました。

当社グループの主要得意先である自動車関連企業につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により世界

規模で減産となったこと、また半導体不足などの影響により生産台数は前年に比べ減少しており、設備投資につい

ては引続き慎重な姿勢が見られました。

このような経済環境のもとで当社グループは、当連結会計年度を最終年度として策定いたしました中期経営計画

に基づき、当社グループが保有する各事業の連携によるトータルソリューションの提供、コアコンピタンスである

接合ソリューションの深化による新ユーザー層に向けての多角的な展開、グローバル展開のための製品力強化など

に取組み、市場のニーズに先行ないし同期する形で事業基盤の強化に取組んでおります。今般の新型コロナウイル

ス感染症の拡大に対応するためには、「withコロナ」を意識した即応力のある経営が必要であり、「社員」、「お

客様」、「株主・投資家様」および「社会」などの当社グループを取巻くステークホルダーの安全を確保しつつ、

事業展開を進めております。特に自動化・省人化に対するお客様のニーズが「withコロナ」により高まっており、

これにお応えするためにも当社グループの強みである産業用設備を軸としたトータルソリューションでの提案力の

強化が最重要課題であると認識し、グループ一丸となってお応えしてまいります。

この結果、当連結会計年度の経営成績につきましては、売上高は307億３千５百万円と前連結会計年度に比べ６億

４千３百万円(△2.1％)の減収となり、営業利益は６億２千７百万円と前連結会計年度に比べ３億６百万円(△32.8

％)、経常利益は８億７千７百万円と前連結会計年度に比べ１億円(△10.3％)、親会社株主に帰属する当期純利益は

５億６千万円と前連結会計年度に比べ１千３百万円(△2.4％)のそれぞれ減益となりました。

セグメントの経営成績は、次のとおりであります。

(日本)

日本につきましては、前連結会計年度に実施したM&Aに伴う連結子会社の増加などにより、売上高は250億８千９

百万円と前連結会計年度に比べ15億６百万円(6.4％)の増収となりましたが、販売費及び一般管理費の削減に努めた

ものの、のれんの償却額が増加したことなどにより、営業利益は１億５千３百万円と前連結会計年度に比べ２億１

千９百万円(△58.9％)の減益となりました。

(北米)

北米につきましては、自動車関連企業向けの自社製品の販売が増加したことなどにより、売上高は33億２千万円

と前連結会計年度に比べ２億８百万円(6.7％)の増収となり、営業利益は３億５千３百万円と前連結会計年度に比べ

１億６千５百万円(88.4％)の増益となりました。

(中国)

中国につきましては、工作機械関連企業向け製品の販売が増加したことなどにより、売上高は26億３千６百万円

と前連結会計年度に比べ３億５千７百万円(15.7％)の増収となり、営業利益は１億８百万円と前連結会計年度に比

べ３千万円(38.7％)の増益となりました。

(東南アジア)

東南アジアにつきましては、前連結会計年度には自動車関連企業向け設備の据付工事があったこと、また新型コ

ロナウイルス感染症の拡大に伴い延期になったことなどにより、売上高は９億５千１百万円と前連結会計年度に比

べ28億８千８百万円(△75.2％)の減収となり、営業損失は１千２百万円(前連結会計年度は２億５千１百万円の営業

利益)となりました。
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(2) 当期の財政状態の概況

当連結会計年度末における総資産は、272億９千５百万円と前連結会計年度末に比べ32億２千９百万円減少いたし

ました。その主な要因は、流動資産の現金及び預金の減少10億７百万円、受取手形及び売掛金の減少７億４千５百

万円、商品及び製品の減少７億７千２百万円、無形固定資産ののれんの減少２億２千６百万円および投資その他の

資産の投資有価証券の減少２億７千４百万円などがあったためであります。

負債は、111億８千５百万円と前連結会計年度末に比べ40億３千８百万円減少いたしました。その主な要因は、流

動負債の支払手形及び買掛金の増加３億４千４百万円などがあったものの、流動負債の電子記録債務の減少６億１

千６百万円、短期借入金の減少21億６千４百万円、前受金の減少12億１千１百万円および固定負債の長期借入金の

減少４億８千万円などがあったためであります。

純資産は、161億１千万円と前連結会計年度末に比べ８億９百万円増加いたしました。その主な要因は、株主資本

の利益剰余金の増加４億４千９百万円、その他の包括利益累計額のその他有価証券評価差額金の増加２億７百万円

および為替換算調整勘定の増加１億２千４百万円などがあったためであります。

(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９億８千７百万

円減少し、51億９千４百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により得られた資金は、14億８千万円(前連結会計年度は９億７千２百万円の収入)となりました。これ

は主に、仕入債務の減少額３億６千１百万円およびその他の負債の減少額11億１千８百万円などによる資金の減少

要因があったものの、税金等調整前当期純利益８億９千６百万円、減価償却費６億９千５百万円、売上債権の減少

額８億３千５百万円およびたな卸資産の減少額４億１千９百万円などによる資金の増加要因があったためでありま

す。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により得られた資金は、４億４千７百万円(前連結会計年度は18億４百万円の支出)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１億８千万円などによる資金の減少要因があったものの、投資有価証券の

売却による収入６億６百万円などによる資金の増加要因があったためであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により使用した資金は、29億３千９百万円(前連結会計年度は11億９千２百万円の収入)となりました。

これは主に、短期借入金の返済による支出(短期借入れによる収入を相殺した金額)21億７千７百万円、長期借入金

の返済による支出(長期借入れによる収入を相殺した金額)５億９千２百万円および配当金の支払額１億１千１百万

円などによる資金の減少要因があったためであります。

(4) 今後の見通し

今後の我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の防止策が講じられるなかで、社会経済活動の持直しの動きが

期待されておりますが、変異株の感染拡大が懸念されるなど、先行きは依然として不透明な状況が続くと予想され

ます。

　当社グループの主要得意先である自動車関連企業につきましては、生産台数については中長期的に世界規模で増

加していくことが予想されておりますが、半導体不足の長期化による生産台数の下振れ懸念など、今後の投資状況

につきましては流動的な状況にあります。

　このような経済環境のもとで当社グループは、2024年４月期を最終年度として策定いたしました新たな中期経営

計画に基づき、お客様の事業に貢献できるよう当社グループの総合力を結集し、業績の向上と企業価値の増大に努

めてまいります。

2022年４月期の連結業績の見通しにつきましては、次のとおりであります。

　・売上高 34,350百万円(前期比11.8％増)

　・営業利益 905百万円(前期比44.3％増)

　・経常利益 990百万円(前期比12.8％増)

　・親会社株主に帰属する当期純利益 640百万円(前期比14.2％増)
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２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性およ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４月30日)

当連結会計年度
(2021年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,203,047 5,195,989

受取手形及び売掛金 7,502,375 6,756,413

電子記録債権 2,153,987 2,174,124

商品及び製品 2,334,947 1,562,437

仕掛品 853,294 1,106,562

原材料 590,635 768,898

前渡金 482,649 407,767

未収消費税等 13,573 18,157

その他 466,421 295,472

貸倒引当金 △6,102 △2,922

流動資産合計 20,594,829 18,282,901

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,233,926 4,298,621

減価償却累計額 △2,267,756 △2,408,667

建物及び構築物（純額） 1,966,169 1,889,954

機械装置及び運搬具 3,165,010 3,181,387

減価償却累計額 △2,425,600 △2,590,144

機械装置及び運搬具（純額） 739,409 591,242

土地 1,585,152 1,585,354

リース資産 478,665 469,618

減価償却累計額 △469,851 △464,620

リース資産（純額） 8,813 4,997

建設仮勘定 658 21,126

その他 1,393,517 1,438,317

減価償却累計額 △948,806 △1,032,589

その他（純額） 444,711 405,727

有形固定資産合計 4,744,914 4,498,402

無形固定資産

のれん 1,659,973 1,433,330

顧客関係資産 933,930 769,117

その他 266,557 253,674

無形固定資産合計 2,860,461 2,456,123

投資その他の資産

投資有価証券 1,949,142 1,674,508

長期貸付金 3,745 3,175

繰延税金資産 169,705 206,034

その他 246,252 218,681

貸倒引当金 △44,021 △44,021

投資その他の資産合計 2,324,824 2,058,378

固定資産合計 9,930,200 9,012,904

資産合計 30,525,030 27,295,805
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年４月30日)

当連結会計年度
(2021年４月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,495,457 3,840,237

電子記録債務 3,067,736 2,451,020

短期借入金 2,198,480 33,720

1年内返済予定の長期借入金 434,060 321,324

前受金 1,641,774 429,971

リース債務 15,159 25,339

未払法人税等 164,842 285,086

未払消費税等 79,051 41,448

役員賞与引当金 28,400 33,170

その他 1,036,200 1,406,316

流動負債合計 12,161,162 8,867,633

固定負債

長期借入金 1,714,426 1,234,318

リース債務 21,267 23,362

繰延税金負債 773,477 776,736

役員退職慰労引当金 9,911 13,066

退職給付に係る負債 138,971 161,100

資産除去債務 5,025 5,026

その他 399,354 103,948

固定負債合計 3,062,434 2,317,557

負債合計 15,223,597 11,185,191

純資産の部

株主資本

資本金 1,028,078 1,028,078

資本剰余金 763,775 763,288

利益剰余金 13,224,994 13,674,036

自己株式 △226,462 △209,827

株主資本合計 14,790,385 15,255,575

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 250,103 457,750

繰延ヘッジ損益 － 63

為替換算調整勘定 164,599 288,906

退職給付に係る調整累計額 △9,621 9,128

その他の包括利益累計額合計 405,080 755,848

非支配株主持分 105,967 99,190

純資産合計 15,301,433 16,110,614

負債純資産合計 30,525,030 27,295,805
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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５月１日
　至 2020年４月30日)

当連結会計年度
(自 2020年５月１日
　至 2021年４月30日)

売上高 31,379,445 30,735,823

売上原価 25,360,476 24,889,443

売上総利益 6,018,968 5,846,379

販売費及び一般管理費 5,085,228 5,219,111

営業利益 933,739 627,268

営業外収益

受取利息 7,645 4,096

受取配当金 13,261 19,755

持分法による投資利益 32,724 23,125

助成金収入 － 156,801

補助金収入 50,743 11,417

保険解約返戻金 10,898 33,933

スクラップ売却益 4,932 6,626

雑収入 54,898 60,763

営業外収益合計 175,106 316,519

営業外費用

支払利息 8,188 15,402

売上割引 1,363 1,097

為替差損 107,765 11,705

補助金返還額 － 15,691

雑損失 13,361 22,171

営業外費用合計 130,679 66,068

経常利益 978,166 877,720

特別利益

固定資産売却益 1,461 21,795

投資有価証券売却益 2,852 11,828

その他 － 145

特別利益合計 4,314 33,770

特別損失

固定資産除売却損 994 10,933

投資有価証券売却損 91 3,625

投資有価証券評価損 600 －

特別損失合計 1,685 14,559

税金等調整前当期純利益 980,795 896,930

法人税、住民税及び事業税 306,506 470,631

法人税等調整額 31,194 △130,482

法人税等合計 337,701 340,148

当期純利益 643,093 556,782

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（△）

68,955 △3,422

親会社株主に帰属する当期純利益 574,138 560,204
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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５月１日
　至 2020年４月30日)

当連結会計年度
(自 2020年５月１日
　至 2021年４月30日)

当期純利益 643,093 556,782

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △60,960 204,967

繰延ヘッジ損益 4,454 63

為替換算調整勘定 △105,772 121,513

退職給付に係る調整額 △4,485 18,750

持分法適用会社に対する持分相当額 △19,215 4,788

その他の包括利益合計 △185,979 350,083

包括利益 457,114 906,865

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 386,096 910,972

非支配株主に係る包括利益 71,018 △4,106
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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５月１日 至 2020年４月30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 1,028,078 759,889 12,917,004 △238,724 14,466,247

会計方針の変更による

累積的影響額
△491 △491

会計方針の変更を反映した

当期首残高
1,028,078 759,889 12,916,512 △238,724 14,465,755

当期変動額

剰余金の配当 △314,293 △314,293

親会社株主に帰属する

当期純利益
574,138 574,138

自己株式の処分 3,885 12,261 16,147

連結範囲の変動 48,636 48,636

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － 3,885 308,481 12,261 324,629

当期末残高 1,028,078 763,775 13,224,994 △226,462 14,790,385

その他の包括利益累計額

その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益 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 325,809 △2,229 292,628 △5,136 611,071

会計方針の変更による

累積的影響額

会計方針の変更を反映した

当期首残高
325,809 △2,229 292,628 △5,136 611,071

当期変動額

剰余金の配当

親会社株主に帰属する

当期純利益

自己株式の処分

連結範囲の変動

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△75,705 2,229 △128,028 △4,485 △205,990

当期変動額合計 △75,705 2,229 △128,028 △4,485 △205,990

当期末残高 250,103 － 164,599 △9,621 405,080

非支配株主持分 純資産合計

当期首残高 37,634 15,114,952

会計方針の変更による

累積的影響額
△491

会計方針の変更を反映した

当期首残高
37,634 15,114,461

当期変動額

剰余金の配当 △314,293

親会社株主に帰属する

当期純利益
574,138

自己株式の処分 16,147

連結範囲の変動 48,636

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
68,332 △137,657

当期変動額合計 68,332 186,972

当期末残高 105,967 15,301,433
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　当連結会計年度(自 2020年５月１日 至 2021年４月30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 1,028,078 763,775 13,224,994 △226,462 14,790,385

会計方針の変更による

累積的影響額
－

会計方針の変更を反映した

当期首残高
1,028,078 763,775 13,224,994 △226,462 14,790,385

当期変動額

剰余金の配当 △111,163 △111,163

親会社株主に帰属する

当期純利益
560,204 560,204

自己株式の処分 △486 16,634 16,148

連結範囲の変動 －

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － △486 449,041 16,634 465,189

当期末残高 1,028,078 763,288 13,674,036 △209,827 15,255,575

その他の包括利益累計額

その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益 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 250,103 － 164,599 △9,621 405,080

会計方針の変更による

累積的影響額

会計方針の変更を反映した

当期首残高
250,103 － 164,599 △9,621 405,080

当期変動額

剰余金の配当

親会社株主に帰属する

当期純利益

自己株式の処分

連結範囲の変動

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
207,647 63 124,306 18,750 350,767

当期変動額合計 207,647 63 124,306 18,750 350,767

当期末残高 457,750 63 288,906 9,128 755,848

非支配株主持分 純資産合計

当期首残高 105,967 15,301,433

会計方針の変更による

累積的影響額
－

会計方針の変更を反映した

当期首残高
105,967 15,301,433

当期変動額

剰余金の配当 △111,163

親会社株主に帰属する

当期純利益
560,204

自己株式の処分 16,148

連結範囲の変動 －

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△6,776 343,991

当期変動額合計 △6,776 809,181

当期末残高 99,190 16,110,614

　



株式会社ナ・デックス(7435)
2021年４月期 決算短信

― 11 ―

(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５月１日
　至 2020年４月30日)

当連結会計年度
(自 2020年５月１日
　至 2021年４月30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 980,795 896,930

減価償却費 498,891 695,248

のれん償却額 125,107 225,450

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21,007 △3,440

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △19,500 4,770

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △19,147 3,154

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 19,365 41,101

受取利息及び受取配当金 △20,907 △23,851

支払利息 8,188 15,402

為替差損益（△は益） △1,969 △1,206

持分法による投資損益（△は益） △32,724 △23,125

固定資産売却損益（△は益） △1,124 △21,726

固定資産除却損 657 10,864

投資有価証券評価損益（△は益） 600 －

投資有価証券売却損益（△は益） △2,761 △8,202

その他の損益（△は益） 728 11,887

売上債権の増減額（△は増加） 660,424 835,467

たな卸資産の増減額（△は増加） △277,854 419,293

未収消費税等の増減額（△は増加） 51,809 △2,951

その他の資産の増減額（△は増加） △55,237 207,009

仕入債務の増減額（△は減少） △1,215,667 △361,612

未払消費税等の増減額（△は減少） 23,977 △39,234

その他の負債の増減額（△は減少） 604,147 △1,118,475

小計 1,306,791 1,762,754

利息及び配当金の受取額 23,298 25,354

利息の支払額 △8,523 △15,588

法人税等の支払額 △349,100 △292,034

営業活動によるキャッシュ・フロー 972,465 1,480,486
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年５月１日
　至 2020年４月30日)

当連結会計年度
(自 2020年５月１日
　至 2021年４月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △1,009,000 △12,000

定期預金の払戻による収入 1,377,444 32,000

有価証券の売却による収入 100,134 －

有価証券の償還による収入 200,000 －

有形固定資産の取得による支出 △446,635 △180,474

有形固定資産の売却による収入 3,359 28,414

無形固定資産の取得による支出 △70,696 △52,306

投資有価証券の取得による支出 △10,016 △5,993

投資有価証券の売却による収入 311,598 606,953

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出

△2,274,789 －

短期貸付けによる支出 △2,880 △4,165

短期貸付金の回収による収入 3,741 4,842

長期貸付けによる支出 △5,908 △4,245

長期貸付金の回収による収入 4,969 4,803

長期前払費用の取得による支出 △5,643 △761

差入保証金の差入による支出 △16,369 △9,420

差入保証金の回収による収入 14,569 10,314

その他の支出 △4,016 △13,059

その他の収入 25,953 42,203

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,804,184 447,102

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 3,922,480 2,897,480

短期借入金の返済による支出 △2,260,000 △5,074,640

長期借入れによる収入 － 1,130,000

長期借入金の返済による支出 △138,630 △1,722,844

配当金の支払額 △314,293 △111,163

非支配株主への配当金の支払額 △2,685 △2,669

リース債務の返済による支出 △14,196 △55,857

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,192,675 △2,939,694

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33,160 24,892

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 327,795 △987,213

現金及び現金同等物の期首残高 5,611,536 6,181,516

連結の範囲の変更に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

242,184 －

現金及び現金同等物の期末残高 6,181,516 5,194,303
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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)

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループ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。

当社グループは、メーカー機能をあわせ持つ商社である当社を中心に構成され、事業の一部を子会社に分担させる

方法でグループ展開を図っており、国内においては当社及び国内子会社が、海外においては北米、中国及び東南アジ

アの各現地法人がそれぞれ担当しております。事業計画は会社ごとに立案し、各々が独立した経営単位として事業活

動を展開しております。

したがいまして、当社は、製造・販売体制を基礎とする地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「北

米」、「中国」及び「東南アジア」の４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に採用している会計処理の方法と同一であります。

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収益及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。

　

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５月１日 至 2020年４月30日)

(単位：千円)

報告セグメント

合計

日本 北米 中国 東南アジア 計

売上高

外部顧客への売上高 22,267,541 3,053,106 2,221,665 3,837,131 31,379,445 31,379,445

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,316,030 58,809 57,304 2,804 1,434,949 1,434,949

計 23,583,571 3,111,916 2,278,970 3,839,935 32,814,394 32,814,394

セグメント利益 372,120 187,473 77,866 251,511 888,970 888,970

セグメント資産 22,572,226 3,730,192 1,850,258 1,018,508 29,171,186 29,171,186

その他の項目

　減価償却費 276,814 171,030 27,779 23,266 498,891 498,891

のれんの償却額 40,952 84,154 － － 125,107 125,107

　有形固定資産及び
　無形固定資産の増加額

136,588 67,531 24,138 28,047 256,307 256,307
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当連結会計年度(自 2020年５月１日 至 2021年４月30日)

(単位：千円)

報告セグメント

合計

日本 北米 中国 東南アジア 計

売上高

外部顧客への売上高 23,995,424 3,282,831 2,510,723 946,844 30,735,823 30,735,823

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,094,170 37,790 125,837 4,732 1,262,531 1,262,531

計 25,089,594 3,320,622 2,636,560 951,576 31,998,354 31,998,354

セグメント利益又は損失（△） 153,083 353,176 108,017 △12,258 602,018 602,018

セグメント資産 19,736,809 4,142,415 1,520,162 817,354 26,216,742 26,216,742

その他の項目

　減価償却費 458,939 161,019 32,319 41,031 693,309 693,309

のれんの償却額 163,809 61,641 － － 225,450 225,450

　有形固定資産及び
　無形固定資産の増加額

136,849 32,695 23,859 82,131 275,535 275,535

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 32,814,394 31,998,354

セグメント間取引消去 △1,434,949 △1,262,531

連結財務諸表の売上高 31,379,445 30,735,823

　

(単位：千円)

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 888,970 602,018

セグメント間取引消去 44,768 25,249

連結財務諸表の営業利益 933,739 627,268

　

(単位：千円)

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 29,171,186 26,216,742

全社資産(注) 1,353,843 1,079,063

連結財務諸表の資産合計 30,525,030 27,295,805

(注) 全社資産は、主に当社での長期投資資金(投資有価証券等)に係る資産であります。
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(単位：千円)

その他の項目

報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費 498,891 693,309 － － 498,891 693,309

のれんの償却額 125,107 225,450 － － 125,107 225,450

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

256,307 275,535 － － 256,307 275,535

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2019年５月１日
至 2020年４月30日)

当連結会計年度
(自 2020年５月１日
至 2021年４月30日)

１株当たり純資産額 1,641円47銭 1,724円84銭

１株当たり当期純利益 62円06銭 60円40銭

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

２．算定上の基礎は、次のとおりであります。

　(1) １株当たり純資産額

項目
前連結会計年度
(2020年４月30日)

当連結会計年度
(2021年４月30日)

純資産の部の合計額(千円) 15,301,433 16,110,614

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 105,967 99,190

(うち非支配株主持分)(千円) 105,967 99,190

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 15,195,466 16,011,423

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(株)

9,257,229 9,282,821

　(2) １株当たり当期純利益

項目
前連結会計年度

(自 2019年５月１日
至 2020年４月30日)

当連結会計年度
(自 2020年５月１日
至 2021年４月30日)

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 574,138 560,204

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)

574,138 560,204

普通株式の期中平均株式数(株) 9,250,838 9,274,267

(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

　 役員の異動(2021年７月27日付予定)

① 代表者及び代表取締役の異動

該当事項はありません。

　

② 昇任取締役候補

新役職名等 氏名 現役職名等

取締役会長 古 川 雅 隆 常務取締役

専務取締役

管理本部長

兼経営管理・法務部長

兼経理部長

進 藤 大 資

取締役

管理本部長

兼経営管理・法務部長

兼経理部長

常務取締役

営業本部長

兼東部営業部長

横 地 克 典

取締役

営業本部長

兼東部営業部長

③ 退任予定取締役

現役職名等 氏名 新役職名等

専務取締役 渡 邊 修 常任監査役(常勤)

④ 新任監査役候補

新役職名等 氏名 現役職名等

常任監査役(常勤) 渡 邊 修 専務取締役

　

⑤ 退任予定監査役

現役職名等 氏名 新役職名等

常任監査役(常勤) 武 田 吉 保 顧問

　

　


