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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 10,205 2.7 793 70.3 876 83.7 621 96.4

2020年4月期 9,941 4.4 466 63.8 477 52.2 316 46.8

（注）包括利益 2021年4月期　　641百万円 （118.8％） 2020年4月期　　293百万円 （71.8％）

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 110.36 ― 10.6 10.7 7.8

2020年4月期 56.24 ― 5.8 6.2 4.7

（参考） 持分法投資損益 2021年4月期 59百万円 2020年4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4月期 8,644 6,138 71.0 1,090.51

2020年4月期 7,758 5,608 72.3 996.41

（参考） 自己資本 2021年4月期 6,138百万円 2020年4月期 5,608百万円

(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 797 △0 △189 2,370

2020年4月期 854 △141 △196 1,760

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 ― 0.00 ― 20.00 20.00 114 36.3 2.1

2021年4月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00 172 27.7 2.9

2022年4月期(予想) ― 0.00 ― 20.00 20.00 43.6

（注）2021年4月期期末配当金の内訳　　普通配当20円00銭　　特別配当10円00銭

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) 4,309 △7.8 45 △81.3 55 △81.0 35 △83.1 6.34

通期 9,754 △4.4 377 △52.5 405 △53.8 263 △57.6 46.78



※ 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 6,085,401 株 2020年4月期 6,085,401 株

② 期末自己株式数 2021年4月期 456,847 株 2020年4月期 456,847 株

③ 期中平均株式数 2021年4月期 5,628,554 株 2020年4月期 5,622,885 株

（注）期末自己株式数には、株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が所有する当社株式（2021年4月期　113,700株、2020年4月期　113,700株）が含ま

れております。また、株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が所有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めておりま
す。（2021年4月期　113,700株、2020年4月期　119,369株）　株式会社日本カストディ銀行は、JTC ホールディングス株式会社、資産管理サービス信託銀行

株式会社、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社が2020年7月27日に合併し発足しました。

（参考）個別業績の概要

1. 2021年4月期の個別業績（2020年5月1日～2021年4月30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4月期 8,428 4.3 747 82.7 784 82.8 537 86.7

2020年4月期 8,077 9.0 409 90.0 429 72.7 288 80.9

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4月期 95.54 ―

2020年4月期 51.23 ―

(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4月期 7,806 5,573 71.4 990.29

2020年4月期 7,020 5,135 73.1 912.34

（参考） 自己資本 2021年4月期 5,573百万円 2020年4月期 5,135百万円

2. 2022年 4月期の個別業績予想（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 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) 3,357 △11.7 28 △86.8 112 △52.4 96 △39.5 17.12

通期 7,722 △8.4 328 △56.0 427 △45.5 300 △44.0 53.47

※ 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、当社
としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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。

　当社は、2021年６月16日（水）に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料については、開催後速やかに
当社ホームページに掲載する予定です。
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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流行による歴史的な落ち込み後、一時は緩やか

な改善の気配が見られたものの、昨年末以降は、感染症再拡大の影響に伴い、対面型産業を中心として再び経済活動

が縮小、日本経済全体で低迷の長期化が続く厳しい状況となりました。今後の感染症収束と景気回復が期待されては

いるものの、依然として不確実性を伴う見通しとなっています。このような環境下で、デジタル化の加速と新しい生

活様式の定着という経済・社会構造の変化も進行し、企業活動自体が変革に対処していくことを求められる１年にも

なりました。

このような環境下、主力事業であります防護服・環境資機材事業が引き続き比較的堅調に推移し、当連結会計年度

の売上高は10,205百万円（前年同期比2.7％増）となり前年同期比若干増収となりました。一方利益面は、新型コロナ

ウイルス感染症流行の影響で、営業活動が制約されたため、旅費交通費、広告宣伝費等の販売管理費の減少等の要因

により、営業利益は793百万円（前年同期比70.3％増）、経常利益は876百万円（前年同期比83.7％増）、親会社株主

に帰属する当期純利益は621百万円（前年同期比96.4％増）となり、大幅増益となりました。

セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。

防護服・環境資機材事業におきましては、有害化学物質から人と環境を守る、感染症から人と社会を守る、作業環

境リスクから人を守る、という３つの営業活動を進め、当社の強みであるタイベック®防護服の安定供給と新規防護服

分野の市場創造に注力してまいりました。その結果、売上高は6,194百万円（前年同期比12.8％増）、セグメント利益

（営業利益）は1,079百万円（前年同期比50.7％増）となり、増収増益となりました。

機能性建材事業におきましては、利益率の確保できる商品の販売に注力しましたが、需要の縮小が続いており、売

上高は965百万円（前年同期比15.8％減）、セグメント利益（営業利益）は22百万円（前年同期比18.2％減）となり、

減収減益となりました。

アパレル資材事業におきましては、取引先の在庫調整、及び、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影

響により、売上高は2,180百万円（前年同期比14.6％減）、セグメント利益（営業利益）は66百万円（前年同期比16.5

％減）となり、減収減益となりました。

なお、報告セグメントに配分していない一般管理費等の全社費用は398百万円であります。

（２）当期の財政状態の概況

（資産）

流動資産は前連結会計年度末に比べて12.3％増加し6,764百万円となりました。これは、主として現金及び預金が

649百万円増加、商品及び製品等の棚卸資産が193百万円増加したためであります。

固定資産は前連結会計年度末に比べて8.5％増加し1,879百万円となりました。これは、主として衛生マスク生産

設備の設備投資等で有形固定資産が57百万円増加、持分法による投資利益や退職給付に係る資産の増加等で投資そ

の他の資産が85百万円増加したためであります。

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて886百万円増加し8,644百万円となりました。

（負債）

流動負債は前連結会計年度末に比べて22.9％増加し2,256百万円となりました。これは、主として支払手形及び買

掛金等の仕入債務が300百万円増加、未払法人税等が77百万円増加したためであります。

固定負債は前連結会計年度末に比べて20.2％減少し250百万円となりました。これは、主として長期借入金が74百

万円減少したためであります。

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて356百万円増加し2,506百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は前連結会計年度末に比べて9.4％増加し6,138百万円となりました。これは、主として利益剰余金が

508百万円増加したためであります。

（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て609百万円増加

し、当連結会計年度末には2,370百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果獲得した資金は797百万円（前連結会計年度は854百万円の獲得）となりました。収入の主な内訳

は、税金等調整前当期純利益868百万円、仕入債務の増加298百万円であります。支出の主な内訳は、棚卸資産の増

加193百万円、法人税等の支払額164百万円であります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果支出した資金は0.8百万円（前連結会計年度は141百万円の支出）となりました。支出の主な内訳

は、定期預金の預入による支出100百万円、有形固定資産の取得による支出95百万円であります。収入の主な内訳

は、関係会社貸付金の回収による収入120百万円、定期預金の払戻による収入60百万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果支出した資金は189百万円（前連結会計年度は196百万円の支出）となりました。支出の内訳は、

長期借入金の返済による支出74百万円、配当金の支払額114百万円であります。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

2017年４月期 2018年４月期 2019年４月期 2020年４月期 2021年４月期

自己資本比率（％） 68.3 71.7 69.9 72.3 71.0

時価ベースの自己資本比率（％） 43.1 45.8 35.8 67.7 61.5

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（％）

156.0 166.7 ― 22.7 14.9

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

103.1 76.0 ― 1,361.1 1,606.8

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／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おります。

（注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おります。

（注３）キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。

（注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お

ります。

（注５）2019年４月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、

営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載を省略しております。

（４）今後の見通し

主力事業であります防護服・環境資機材事業におきましては、当社の強みであるタイベック®防護服を中心に、一般

産業分野への防護服、保護具の安定的な供給に注力しつつ、感染症など緊急の社会的需要への対応や、新たな分野で

の市場創造に努めてまいります。また、マスク等ヘルスケア分野の製品販売拡大にも注力してまいります。機能性建

材事業、及び、アパレル資材事業では、新たな市場に独自性の高い商品を販売するビジネスへと事業転換を進めてま

いります。当社全体では、「安全・防護・健康・快適」をドメインとする「社会の安全・安心を実現する事業」構成

へと事業ポートフォリオの見直しを図ってまいります。

新型コロナウイルス感染症の収束が見通せないなか、今後も不透明な状況が続きますが、次期（2022年４月期）の

業績見通しにつきましては、売上高9,754百万円、営業利益377百万円、経常利益405百万円、親会社株主に帰属する当

期純利益263百万円を見込んでおります。上記業績予想は、本資料発表時点において入社可能な情報に基づき作成した

もので、今後事業環境の変化など、業績予想の修正が見込まれる場合には、適時、適切な情報開示をいたします。

（注）「タイベック®」は、米国デュポン社の登録商標です。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループの利害関係者の多くは国内の株主、債権者、取引先等であるため、現時点では海外からの資金調達の

必要性が乏しく、また、国際会計基準に基づく連結財務諸表を作成するための体制整備の負担等も考慮し、当社グル

ープは日本基準に基づき連結財務諸表を作成しております。
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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 2,070,905 2,720,274

受取手形及び売掛金 2,232,707 2,243,592

電子記録債権 505,213 455,884

商品及び製品 924,836 1,107,581

原材料 141,335 152,337

仕掛品 1,953 1,910

その他 169,939 94,431

貸倒引当金 △20,484 △11,101

流動資産合計 6,026,408 6,764,909

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,356,037 1,365,819

減価償却累計額 △772,853 △804,528

建物及び構築物（純額） 583,183 561,290

機械装置及び運搬具 277,941 320,806

減価償却累計額 △240,513 △248,873

機械装置及び運搬具（純額） 37,427 71,933

土地 681,375 681,255

建設仮勘定 - 43,530

その他 208,537 156,861

減価償却累計額 △187,227 △133,874

その他（純額） 21,309 22,986

有形固定資産合計 1,323,296 1,380,995

無形固定資産 75,155 79,509

投資その他の資産

投資有価証券 143,985 134,286

退職給付に係る資産 - 44,827

繰延税金資産 46,894 32,001

保険積立金 82,750 84,298

その他 73,559 137,601

貸倒引当金 △13,374 △13,539

投資その他の資産合計 333,816 419,475

固定資産合計 1,732,268 1,879,980

資産合計 7,758,677 8,644,890
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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 1,141,192 1,482,644

電子記録債務 274,549 233,309

賞与引当金 57,200 59,200

役員賞与引当金 - 24,000

未払金 34,244 49,177

未払法人税等 106,620 183,839

1年内返済予定の長期借入金 74,988 74,988

その他 148,097 149,579

流動負債合計 1,836,892 2,256,737

固定負債

長期借入金 118,779 43,791

役員退職慰労引当金 100,160 100,160

役員株式給付引当金 22,867 31,025

退職給付に係る負債 71,615 71,564

資産除去債務 - 3,590

固定負債合計 313,422 250,131

負債合計 2,150,315 2,506,868

純資産の部

株主資本

資本金 887,645 887,645

資本剰余金 1,094,103 1,094,103

利益剰余金 3,846,218 4,355,124

自己株式 △256,769 △256,769

株主資本合計 5,571,197 6,080,103

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △8,556 7,759

繰延ヘッジ損益 545 -

為替換算調整勘定 45,175 50,157

その他の包括利益累計額合計 37,164 57,917

純資産合計 5,608,362 6,138,021

負債純資産合計 7,758,677 8,644,890
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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 9,941,816 10,205,983

売上原価 7,949,472 7,960,425

売上総利益 1,992,344 2,245,557

販売費及び一般管理費 1,526,303 1,451,822

営業利益 466,040 793,735

営業外収益

受取利息 497 887

受取配当金 3,576 5,940

持分法による投資利益 - 59,796

業務受託料 - 18,000

補助金収入 3,820 105

保険解約返戻金 3,452 -

その他 2,656 6,034

営業外収益合計 14,002 90,765

営業外費用

支払利息 648 509

保険解約損 1,187 -

為替差損 2 7,243

リース解約損 270 -

貸倒引当金繰入額 605 -

その他 145 94

営業外費用合計 2,858 7,846

経常利益 477,184 876,653

特別利益

固定資産売却益 - 4

投資有価証券売却益 832 2,699

特別利益合計 832 2,704

特別損失

減損損失 136 120

固定資産除却損 948 529

投資有価証券売却損 - 9,393

投資有価証券評価損 - 948

ゴルフ会員権売却損 7 -

特別損失合計 1,092 10,991

税金等調整前当期純利益 476,924 868,366

法人税、住民税及び事業税 147,041 239,025

法人税等調整額 13,637 8,130

法人税等合計 160,678 247,156

当期純利益 316,246 621,210

親会社株主に帰属する当期純利益 316,246 621,210
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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 316,246 621,210

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △15,849 16,315

繰延ヘッジ損益 383 △545

為替換算調整勘定 △7,417 4,982

その他の包括利益合計 △22,883 20,753

包括利益 293,362 641,963

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 293,362 641,963
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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 887,645 1,094,103 3,598,879 △266,340 5,314,287

当期変動額

剰余金の配当 △68,907 △68,907

親会社株主に帰属する当

期純利益
316,246 316,246

持分法の適用範囲の変動 ―

自己株式の処分 9,571 9,571

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― 247,339 9,571 256,910

当期末残高 887,645 1,094,103 3,846,218 △256,769 5,571,197

その他の包括利益累計額

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算

調整勘定

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 7,293 162 52,592 60,048 5,374,335

当期変動額

剰余金の配当 △68,907

親会社株主に帰属する当

期純利益
316,246

持分法の適用範囲の変動 ―

自己株式の処分 9,571

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）
△15,849 383 △7,417 △22,883 △22,883

当期変動額合計 △15,849 383 △7,417 △22,883 234,026

当期末残高 △8,556 545 45,175 37,164 5,608,362
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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 887,645 1,094,103 3,846,218 △256,769 5,571,197

当期変動額

剰余金の配当 △114,845 △114,845

親会社株主に帰属する当

期純利益
621,210 621,210

持分法の適用範囲の変動 2,540 2,540

自己株式の処分 ―

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― 508,905 ― 508,905

当期末残高 887,645 1,094,103 4,355,124 △256,769 6,080,103

その他の包括利益累計額

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算

調整勘定

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 △8,556 545 45,175 37,164 5,608,362

当期変動額

剰余金の配当 △114,845

親会社株主に帰属する当

期純利益
621,210

持分法の適用範囲の変動 2,540

自己株式の処分 ―

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）
16,315 △545 4,982 20,753 20,753

当期変動額合計 16,315 △545 4,982 20,753 529,659

当期末残高 7,759 ― 50,157 57,917 6,138,021
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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 476,924 868,366

減価償却費 65,894 54,657

減損損失 136 120

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,863 △9,113

賞与引当金の増減額（△は減少） △800 2,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7,320 -

役員賞与引当金の増減額（△は減少） - 24,000

役員株式給付引当金の増減額（△は減少） △2,502 8,157

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △5,904 △635

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） - △44,827

受取利息及び受取配当金 △4,073 △6,828

為替差損益（△は益） 15 1

持分法による投資損益（△は益） - △59,796

支払利息 648 509

売上債権の増減額（△は増加） 361,074 41,264

たな卸資産の増減額（△は増加） 94,639 △193,217

仕入債務の増減額（△は減少） △22,045 298,531

前渡金の増減額（△は増加） 15,771 △36,573

未払金の増減額（△は減少） △9,938 6,647

未払消費税等の増減額（△は減少） 11,150 △20,182

その他 △4,559 20,327

小計 975,974 953,410

利息及び配当金の受取額 4,056 6,868

利息の支払額 △627 △496

法人税等の支払額 △129,990 △164,171

補助金の受取額 3,820 105

保険解約返戻金の受取額 1,390 -

その他 - 2,047

営業活動によるキャッシュ・フロー 854,623 797,764
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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

有形固定資産の取得による支出 △29,235 △95,447

投資有価証券の売却による収入 22,120 25,478

投資有価証券の取得による支出 △68,580 -

無形固定資産の取得による支出 △1,865 △9,710

関係会社貸付けによる支出 △120,000 -

関係会社貸付金の回収による収入 - 120,000

定期預金の預入による支出 △50,000 △100,000

定期預金の払戻による収入 100,000 60,115

保険積立金の積立による支出 △1,454 △1,547

保険積立金の払戻による収入 3,138 -

その他 4,001 311

投資活動によるキャッシュ・フロー △141,875 △800

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 △112,488 △74,988

社債の償還による支出 △15,000 -

配当金の支払額 △68,840 △114,479

財務活動によるキャッシュ・フロー △196,328 △189,467

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,026 1,985

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 513,393 609,483

現金及び現金同等物の期首残高 1,247,397 1,760,790

現金及び現金同等物の期末残高 1,760,790 2,370,274
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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)

取締役等に対する株式給付信託（BBT）の導入

当社は、当社取締役及び監査役（社外取締役及び社外監査役を含みます。以下、「取締役等」といいます。）の

報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役（社外取締役を除きます。）が中長期的な業績

の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めること並びに、社外取締役にあっては監督、監査役にあっては監査

を通じた中長期的な企業価値の向上に貢献する意識を高めることを目的として、取締役等に対する新たな株式報酬

制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」（以下、「本制度」といいます。）を導入しておりま

す。

当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上

の取扱い」（実務対応報告第30号 2015年３月26日）に準じております。

(1) 取引の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して、当社取締

役会が定める役員株式給付規程（ただし、役員株式給付規程のうち、監査役に関する部分については、その制定

及び改廃につき、監査役の協議に基づく同意を得るものといたします。）に従って、当社株式及び当社株式を時

価で換算した金額相当の金銭（以下、「当社株式等」といいます。）が信託を通じて給付される株式報酬制度で

す。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時とします。

(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株

式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末59,793千円、113,700株、

当連結会計年度末59,793千円、113,700株であります。

(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

当社は、事業の種類別セグメントを構成単位とした「防護服・環境資機材」「機能性建材」「アパレル資材」

の３事業を報告セグメントとしております。

「防護服・環境資機材」は、化学防護服、作業用防護服、防護用資機材の製造販売、「機能性建材」は、畳表、

各種畳材料、機能性に優れた畳・壁・床の表面材の販売、「アパレル資材」は、芯地、型カット品、その他繊維

副資材の製造、販売を行っております。

これらの構成単位は、国内において包括的な戦略のもと事業を展開しており、それぞれ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。

当連結会計年度より、従来「たたみ資材」としていた報告セグメントの名称を「機能性建材」に変更しており

ます。この変更は名称変更のみでありセグメント情報に与える影響はありません。

なお、前連結会計年度のセグメント情報は変更後の報告セグメントの名称で記載しております。

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に採用している会計処理基準に

基づいております。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、主に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５月１日 至 2020年４月30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防護服・

環境資機材
機能性
建材

アパレル
資材

計

売上高

外部顧客への
売上高

5,491,119 1,146,844 2,552,918 9,190,882 750,934 9,941,816 ― 9,941,816

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

2,703 86 14,404 17,194 35,473 52,668 △52,668 ―

計 5,493,823 1,146,930 2,567,323 9,208,077 786,407 9,994,485 △52,668 9,941,816

セグメント利益 715,854 27,348 79,211 822,415 11,116 833,531 △367,490 466,040

セグメント資産 2,971,560 464,280 1,454,433 4,890,274 513,008 5,403,283 2,355,394 7,758,677

その他の項目

減価償却費 22,392 364 10,875 33,632 1,312 34,945 30,948 65,894

有形固定資産及
び無形固定資産
の増加額

6,095 ― 17,479 23,575 613 24,188 5,373 29,561

(注) １ 「その他」の区分は中国子会社であります。

２ 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は、セグメント間取引に関わる調整額△90千円、及び、報告セグメントに配分し

ていない一般管理費等の全社費用△367,400千円であります。

（2）セグメント資産の調整額は、連結子会社との相殺消去△405,262千円、及び、報告セグメントに配分してい

ない全社資産2,760,657千円であります。

（3）減価償却費の調整額の主な内容は、報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。

（4）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額の主な内容は、通信ネットワークの再構築に伴うサーバ

ー等の取得額4,465千円であります。

３ セグメント利益は、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５月１日 至 2021年４月30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防護服・

環境資機材
機能性
建材

アパレル
資材

計

売上高

外部顧客への
売上高

6,194,393 965,208 2,180,542 9,340,144 865,839 10,205,983 ― 10,205,983

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

3,085 70 14,981 18,136 37,892 56,029 △56,029 ―

計 6,197,479 965,278 2,195,523 9,358,281 903,732 10,262,013 △56,029 10,205,983

セグメント利益 1,079,094 22,361 66,121 1,167,577 25,025 1,192,602 △398,867 793,735

セグメント資産 3,355,768 397,193 1,392,679 5,145,641 564,866 5,710,508 2,934,381 8,644,890

その他の項目

減価償却費 20,124 7 8,858 28,990 1,030 30,021 24,636 54,657

有形固定資産及
び無形固定資産
の増加額

98,371 ― 10,808 109,179 464 109,644 7,351 116,995

(注) １ 「その他」の区分は中国子会社であります。

２ 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は、セグメント間取引に関わる調整額△466千円、及び、報告セグメントに配分し

ていない一般管理費等の全社費用△398,400千円であります。

（2）セグメント資産の調整額は、連結子会社との相殺消去△313,979千円、及び、報告セグメントに配分してい

ない全社資産3,248,361千円であります。

（3）減価償却費の調整額の主な内容は、報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。

（4）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額の主な内容は、定期的なサーバーの交換に伴う建設仮勘

定計上額6,046千円であります。

３ セグメント利益は、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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(１株当たり情報)

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)

１株当たり純資産額 996円41銭 1,090円51銭

１株当たり当期純利益 56円24銭 110円36銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
― ―

(注) １ 「株式給付信託（BBT）」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が所有している当社株

式は、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式数の計算において控除する自己株式に含めておりま

す。１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度113,700株、当

連結会計年度113,700株であります。株式会社日本カストディ銀行は、JTCホールディングス株式会社、資産

管理サービス信託銀行株式会社、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社が2020年７月27日に合併し発

足しました。

２ 「株式給付信託（BBT）」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が所有している当社株

式は、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めておりま

す。１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前連結会計年度119,369

株、当連結会計年度113,700株であります。

３ 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。

４ 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。

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)

連結貸借対照表上の純資産の部の合計額（千円） 5,608,362 6,138,021

普通株式に係る純資産額（千円） 5,608,362 6,138,021

普通株式の発行済株式数（株） 6,085,401 6,085,401

普通株式の自己株式数（株） 456,847 456,847

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（株）

5,628,554 5,628,554

５ 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。

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)

１株当たり当期純利益

連結損益計算書上の親会社株主に
帰属する当期純利益（千円）

316,246 621,210

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益（千円）

316,246 621,210

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式の期中平均株式数（株） 5,622,885 5,628,554

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　


