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（１）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５月期 23,915 △5.5 141 △36.5 276 △19.7 517 △15.3

2020年５月期 25,313 △4.3 223 △53.7 344 △43.5 610 45.2

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５月期 130.45 － 4.2 1.4 0.6

2020年５月期 153.40 － 5.1 1.8 0.9

（参考）持分法投資損益 2021年５月期 －百万円 2020年５月期 －百万円

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５月期 19,763 12,501 63.3 3,151.95

2020年５月期 19,320 12,121 62.7 3,056.05

（参考）自己資本 2021年５月期 12,501百万円 2020年５月期 12,121百万円

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５月期 △614 250 △91 1,387

2020年５月期 262 340 △193 1,842

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
純資産
配当率第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５月期 － 0.00 － 23.00 23.00 91 14.9 0.8

2021年５月期 － 0.00 － 23.00 23.00 91 17.6 0.7

2022年５月期（予想） － 0.00 － 23.00 23.00 32.6

（％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） 12,100 － 120 － 170 － 110 － 27.73

通期 25,000 － 300 － 400 － 280 － 70.60

１．2021年５月期の業績（2020年６月１日～2021年５月31日）

（２）財政状態

（３）キャッシュ・フローの状況

２．配当の状況

３．2022年５月期の業績予想（2021年６月１日～2022年５月31日）

（注）2022年５月期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用するため、上記の業績予

想は当該会計基準等を適用した後の金額となっており、対前期及び対前年同四半期増減率は記載しておりません。



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年５月期 4,284,500株 2020年５月期 4,284,500株

②  期末自己株式数 2021年５月期 318,258株 2020年５月期 318,258株

③  期中平均株式数 2021年５月期 3,966,242株 2020年５月期 3,982,257株

 注記事項

（１）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

（２）発行済株式数（普通株式）

※  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およ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Ｐ３「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

     当事業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影響による経済活動の停滞により、個人消費や

企業収益が悪化するなど、極めて厳しい状況で推移しました。先行きにつきましても、感染の再拡大が経済に与え

る影響に加え、米中対立が経済へ及ぼす影響などもあり、予断を許さない状況にあります。

     当管材業界におきましても、民間設備投資において企業収益の落ち込みを背景に投資意欲が減退し、住宅投資も

雇用・所得環境の悪化により低調に推移したことから、極めて厳しい状況で推移しました。

     このような状況のもとで、当社では、取引先様や従業員の感染防止に留意しつつ、全社を挙げて拡販努力および

経費削減と業務効率化に努めてまいりました。

     この結果、当事業年度における売上高は239億15百万円（前期比5.5%減）となり、利益面につきましては、営業利

益１億41百万円（前期比36.5%減）、経常利益は２億76百万円（前期比19.7%減）、当期純利益は５億17百万円（前

期比15.3%減）となりました。

(2)当期の財政状態の概況

     当事業年度末の資産につきましては、流動資産合計が133億82百万円となり、前期末と比較して７億55百万円増加

しました。これは主に現金及び預金が４億54百万円減少しましたが、受取手形が２億22百万円、電子記録債権が７

億63百万円増加したこと等によります。

     固定資産合計は、前期末と比較して３億13百万円減少し、63億81百万円となりました。これは主に、投資有価証

券が１億85百万円減少したこと等によります。

     以上の結果、当事業年度末の資産合計は、前期末と比較して４億42百万円増加し、197億63百万円となりました。

     負債につきましては、流動負債合計が62億27百万円となり、前期末と比較して67百万円増加しました。これは主

に電子記録債務２億38百万円、未払金が99百万円減少しましたが、買掛金が２億91百万円、未払法人税等が78百万

円増加したこと等によります。

     固定負債合計は、前期末と比較して５百万円減少し、10億34百万円となりました。これは主にその他固定負債が

９百万円増加しましたが、繰延税金負債が５百万円、再評価に係る繰延税金負債が４百万円減少したこと等により

ます。

     以上の結果、当事業年度末の負債合計は、前期末と比較して62百万円増加し、72億61百万円となりました。

     純資産につきましては、当事業年度末の純資産合計は125億１百万円となり、前期末と比較して３億80百万円増加

しました。これは主に、当期純利益を５億17百万円計上しましたが、配当金を91百万円支払ったことによります。

(3)当期のキャッシュ・フローの概況

     当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動により資金を６億14百万円使用

（前期は２億62百万円の獲得）し、投資活動により２億50百万円獲得（前期は３億40百万円獲得）し、財務活動に

より91百万円資金を使用（前期は１億93百万円の使用）したことにより、４億54百万円減少し、13億87百万円とな

りました。

     当事業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）

  営業活動の結果使用した資金は６億14百万円となりました。これは主に法人税等の支払いが１億31百万円あった

ことや売上債権の増加額が10億43百万円、区分地上権設定益が２億78百万円、投資有価証券売却益が１億83百万

円、その他の資産の増加額が64百万円ありましたが、税引前当期純利益を７億39百万円計上し、減価償却費が１億

41百万円あったことや区分地上権設定対価受入補償金の受取額が３億３百万円あったこと等によります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  投資活動の結果獲得した資金は２億50百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が34百万

円ありましたが、投資有価証券の売却による収入が３億21百万円あったこと等によります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

  財務活動の結果使用した資金は91百万円となりました。これは配当金91百万円を支払ったことによります。
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 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

第65期

2017年５月期

第66期

2018年５月期

第67期

2019年５月期

第68期

2020年５月期

第69期

2021年５月期

自己資本比率 (%) 65.8 65.5 62.5 62.7 63.3

時価ベースの自己資本比率 (%) 41.7 43.6 37.1 32.3 32.0

 キャッシュ・フロー
対有利子負債比率

(%) ― ― ― ― ―

 インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍) 171.0 46.8 319.4 101.4 △586.4

　　　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）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２）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３）有利子負債は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。

(4)今後の見通し

       今後の見通しにつきましては、経済活動は緩やかに回復することが期待されていますが、新型コロナウイルス

の感染拡大が未だ収束を見せない中、企業の設備投資意欲は回復しておらず、物件の受注競争も依然として厳し

く、物流費・人件費等上昇し続けている中、当社を取り巻く環境は引き続き厳しい状況となっております。

　このような環境下において、当社は以下の課題に取組んでまいります。

　①商材拡大による一括受注体制作り

　②付加価値商品の拡販による利益確保

　③お客様のニーズに合ったサービスの提供

　④社会の変化に対応できる組織作りと人材教育・育成

　⑤業務の効率化と重要地域への人材投入

以上により、次期業績見通しといたしましては売上高250億円、営業利益３億円、経常利益４億円、当期純利益

２億80百万円を見込んでおります。

(5)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題として位置づけており、先行き厳しい経営環境の下、経営の

率化を図りながら、安定的な配当を維持継続していくことを目標とし、併せて企業体質の強化及び今後の事業展

開に備えるための内部留保の充実を考慮しつつ、利益水準をより反映した適正な配当水準の維持向上に努めるこ

とを基本方針としております。

なお、当期の配当金につきましては、上記利益配分に関する基本方針を踏まえて、１株当たり23円（普通配当

23円）とさせていただく予定であります。

 次期の配当金につきましては、１株当たり23円とさせていただく予定であります。
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２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社は、海外での事業展開や資金調達を行っておりませんので、日本基準に基づき財務諸表を作成しております。
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年５月31日)

当事業年度
(2021年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,842,442 1,387,646

受取手形 2,776,102 2,998,450

電子記録債権 2,164,376 2,928,353

売掛金 3,640,705 3,698,207

商品 2,176,407 2,238,377

前渡金 2,035 72,633

前払費用 16,206 19,480

未収入金 6,535 43,702

その他 6,859 1,972

貸倒引当金 △5,496 △6,671

流動資産合計 12,626,175 13,382,152

固定資産

有形固定資産

建物 2,604,204 2,604,584

減価償却累計額 △1,473,292 △1,533,056

建物（純額） 1,130,912 1,071,528

構築物 163,360 163,360

減価償却累計額 △146,301 △147,956

構築物（純額） 17,058 15,403

機械及び装置 94,222 94,222

減価償却累計額 △79,048 △81,305

機械及び装置（純額） 15,174 12,917

車両運搬具 79,205 76,750

減価償却累計額 △63,670 △67,682

車両運搬具（純額） 15,534 9,067

工具、器具及び備品 178,550 206,530

減価償却累計額 △143,001 △158,509

工具、器具及び備品（純額） 35,549 48,020

土地 3,239,013 3,214,584

建設仮勘定 6,050 -

有形固定資産合計 4,459,293 4,371,521

無形固定資産

ソフトウエア 80,690 74,568

ソフトウエア仮勘定 40,535 -

電話加入権 1,627 1,627

無形固定資産合計 122,852 76,195

３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年５月31日)

当事業年度
(2021年５月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 1,978,712 1,793,504

関係会社株式 23,000 23,000

出資金 310 310

破産更生債権等 775 1,878

長期前払費用 6,396 11,676

その他 106,360 107,334

貸倒引当金 △3,113 △4,211

投資その他の資産合計 2,112,442 1,933,492

固定資産合計 6,694,588 6,381,209

資産合計 19,320,763 19,763,362

負債の部

流動負債

電子記録債務 4,137,200 3,898,502

買掛金 1,499,914 1,791,239

未払金 190,528 90,962

未払費用 46,545 46,685

未払法人税等 71,961 150,792

未払消費税等 62,856 50,794

前受金 69 46,521

預り金 5,043 8,439

前受収益 1,120 1,282

賞与引当金 144,000 141,828

流動負債合計 6,159,240 6,227,048

固定負債

繰延税金負債 186,540 180,696

再評価に係る繰延税金負債 118,808 113,962

退職給付引当金 666,171 661,432

資産除去債務 39,038 39,264

その他 29,944 39,544

固定負債合計 1,040,502 1,034,899

負債合計 7,199,743 7,261,948

- 6 -

㈱オータケ(7434)
2021年５月期　決算短信



(単位：千円)

前事業年度
(2020年５月31日)

当事業年度
(2021年５月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,312,207 1,312,207

資本剰余金

資本準備金 1,315,697 1,315,697

資本剰余金合計 1,315,697 1,315,697

利益剰余金

利益準備金 313,051 313,051

その他利益剰余金

圧縮積立金 431,774 431,491

特別償却準備金 636 318

別途積立金 5,000,000 5,000,000

繰越利益剰余金 3,818,187 4,255,951

利益剰余金合計 9,563,650 10,000,812

自己株式 △550,345 △550,345

株主資本合計 11,641,209 12,078,371

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 700,302 654,525

土地再評価差額金 △220,491 △231,483

評価・換算差額等合計 479,810 423,042

純資産合計 12,121,020 12,501,413

負債純資産合計 19,320,763 19,763,362
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(単位：千円)

前事業年度
(自　2019年６月１日
　至　2020年５月31日)

当事業年度
(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

売上高 25,313,442 23,915,343

売上原価

商品期首たな卸高 2,142,345 2,176,407

当期商品仕入高 22,212,856 20,977,642

合計 24,355,202 23,154,049

商品期末たな卸高 2,176,407 2,238,377

商品売上原価 22,178,794 20,915,672

売上総利益 3,134,647 2,999,671

販売費及び一般管理費

運送費 528,950 527,972

広告宣伝費 5,775 4,332

貸倒引当金繰入額 5,887 2,278

貸倒損失 16,677 -

役員報酬 72,436 64,578

従業員給料及び手当 1,130,674 1,143,413

賞与引当金繰入額 144,000 141,828

退職給付費用 53,959 56,238

法定福利費 207,590 210,368

福利厚生費 17,748 13,270

旅費及び交通費 69,707 66,407

通信費 52,948 45,142

交際費 21,064 9,568

減価償却費 110,819 141,755

賃借料 61,949 61,976

保険料 15,782 15,713

車輌リース料 23,330 22,844

修繕費 16,579 21,194

水道光熱費 23,169 19,703

消耗品費 52,092 45,945

租税公課 97,500 90,772

支払手数料 50,609 51,967

電算機費 43,278 59,734

その他 88,826 40,932

販売費及び一般管理費合計 2,911,359 2,857,938

営業利益 223,288 141,732

（２）損益計算書
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(単位：千円)

前事業年度
(自　2019年６月１日
　至　2020年５月31日)

当事業年度
(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

営業外収益

受取利息 24 6

受取配当金 57,834 55,655

仕入割引 99,032 92,042

不動産賃貸料 11,890 20,292

その他 8,189 14,903

営業外収益合計 176,972 182,899

営業外費用

支払利息 2,585 1,047

売上割引 45,587 41,737

その他 7,151 4,940

営業外費用合計 55,324 47,725

経常利益 344,936 276,906

特別利益

固定資産売却益 664,985 -

投資有価証券売却益 - 183,497

区分地上権設定益 - 278,925

特別利益合計 664,985 462,423

特別損失

固定資産除却損 93,352 -

投資有価証券評価損 12,100 -

特別損失合計 105,452 -

税引前当期純利益 904,469 739,330

法人税、住民税及び事業税 150,415 209,137

法人税等調整額 143,172 12,799

法人税等合計 293,588 221,936

当期純利益 610,880 517,393
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(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
資本準備金

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計圧縮積立

金
特別償却
準備金

別途積立金
繰越利益
剰余金

当期首残高 1,312,207 1,315,697 313,051 33,921 954 5,000,000 3,661,169 9,009,097 △449,404 11,187,597

当期変動額

剰余金の配当 △92,642 △92,642 △92,642

当期純利益 610,880 610,880 610,880

自己株式の取得 △100,941 △100,941

圧縮積立金の積立 398,237 △398,237 - -

圧縮積立金の取崩 △384 384 - -

特別償却準備金の
取崩

△318 318 - -

土地再評価差額金
の取崩

36,314 36,314 36,314

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

当期変動額合計 - - - 397,853 △318 - 157,017 554,553 △100,941 453,612

当期末残高 1,312,207 1,315,697 313,051 431,774 636 5,000,000 3,818,187 9,563,650 △550,345 11,641,209

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

土地再評価差額
金

評価・換算差額
等合計

当期首残高 635,653 △184,176 451,476 11,639,074

当期変動額

剰余金の配当 △92,642

当期純利益 610,880

自己株式の取得 △100,941

圧縮積立金の積立 -

圧縮積立金の取崩 -

特別償却準備金の
取崩

-

土地再評価差額金
の取崩

36,314

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

64,648 △36,314 28,333 28,333

当期変動額合計 64,648 △36,314 28,333 481,945

当期末残高 700,302 △220,491 479,810 12,121,020

（３）株主資本等変動計算書

前事業年度（自 2019年６月１日　至 2020年５月31日）
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(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
資本準備金

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計圧縮積立

金
特別償却
準備金

別途積立金
繰越利益
剰余金

当期首残高 1,312,207 1,315,697 313,051 431,774 636 5,000,000 3,818,187 9,563,650 △550,345 11,641,209

当期変動額

剰余金の配当 △91,223 △91,223 △91,223

当期純利益 517,393 517,393 517,393

圧縮積立金の取崩 △283 283 - -

特別償却準備金の
取崩

△318 318 - -

土地再評価差額金
の取崩

10,991 10,991 10,991

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

当期変動額合計 - - - △283 △318 - 437,763 437,161 437,161

当期末残高 1,312,207 1,315,697 313,051 431,491 318 5,000,000 4,255,951 10,000,812 △550,345 12,078,371

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

土地再評価差額
金

評価・換算差額
等合計

当期首残高 700,302 △220,491 479,810 12,121,020

当期変動額

剰余金の配当 △91,223

当期純利益 517,393

圧縮積立金の取崩 -

特別償却準備金の
取崩

-

土地再評価差額金
の取崩

10,991

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

△45,776 △10,991 △56,768 △56,768

当期変動額合計 △45,776 △10,991 △56,768 380,393

当期末残高 654,525 △231,483 423,042 12,501,413

当事業年度（自 2020年６月１日　至 2021年５月31日）
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(単位：千円)

前事業年度
(自　2019年６月１日
　至　2020年５月31日)

当事業年度
(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 904,469 739,330

減価償却費 110,630 141,887

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,978 2,273

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,650 △2,172

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,874 △4,739

受取利息及び受取配当金 △57,859 △55,661

支払利息 2,585 1,047

投資有価証券売却損益（△は益） - △183,497

投資有価証券評価損益（△は益） 12,100 -

有形固定資産除売却損益（△は益） △571,632 △258

区分地上権設定益 - △278,925

売上債権の増減額（△は増加） △1,017 △1,043,825

たな卸資産の増減額（△は増加） △34,061 △61,970

仕入債務の増減額（△は減少） △81,384 52,627

未払金の増減額（△は減少） 32,112 △82,397

その他 68,670 △64,493

小計 379,814 △840,775

利息及び配当金の受取額 57,859 55,661

利息の支払額 △2,585 △1,047

区分地上権設定対価受入補償金の受取額 - 303,354

法人税等の支払額 △172,886 △131,546

営業活動によるキャッシュ・フロー 262,202 △614,352

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 △347,140 △34,372

有形固定資産の売却による収入 751,697 258

無形固定資産の取得による支出 △43,095 △14,675

投資有価証券の取得による支出 △22,514 △22,149

投資有価証券の売却による収入 - 321,319

貸付金の回収による収入 880 400

その他 400 -

投資活動によるキャッシュ・フロー 340,227 250,780

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 △100,941 -

配当金の支払額 △92,642 △91,223

財務活動によるキャッシュ・フロー △193,583 △91,223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 408,846 △454,796

現金及び現金同等物の期首残高 1,433,596 1,842,442

現金及び現金同等物の期末残高 1,842,442 1,387,646

（４）キャッシュ・フロー計算書
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（５）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。

建物 ８年～50年

（重要な会計方針）

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式

　移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

　時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定)

　時価のないもの

移動平均法による原価法

２　たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品

総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

３　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

　　定率法によっております。

　　　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)及び2016年４月１日以降に取得した

建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しております。

　　　主な耐用年数

(2) 無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

４　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(簡便法)に基づき計上しておりま

す。

５　キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

６　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
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（持分法損益等）

前事業年度（自　2019年６月１日　至　2020年５月31日）及び当事業年度（自　2020年６月１日　至　2021年

５月31日）

　当社は関連会社がないため、記載を省略しております。

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

前事業年度（自　2019年６月１日　至　2020年５月31日）及び当事業年度（自　2020年６月１日　至　2021年

５月31日）

当社は、管工機材卸売業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

ｂ．関連情報

前事業年度（自　2019年６月１日　至　2020年５月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品の外部顧客への売上高が損益計算書の90％を超えるため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2）有形固定資産

本邦以外に所有している有形固定資産はないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

損益計算書の売上高の10％以上を占める外部顧客がないため、記載を省略しております。

当事業年度（自　2020年６月１日　至　2021年５月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品の外部顧客への売上高が損益計算書の90％を超えるため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2）有形固定資産

本邦以外に所有している有形固定資産はないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

損益計算書の売上高の10％以上を占める外部顧客がないため、記載を省略しております。

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

　該当事項はありません。

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

　該当事項はありません。

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

　　該当事項はありません。
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前事業年度
（自　2019年６月１日

至　2020年５月31日）

当事業年度
（自　2020年６月１日

至　2021年５月31日）

１株当たり純資産額 3,056円05銭 3,151円95銭

１株当たり当期純利益金額 153円40銭 130円45銭

前事業年度
（2020年５月31日）

当事業年度
（2021年５月31日）

純資産の部の合計額（千円） 12,121,020 12,501,413

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） ― ―

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 12,121,020 12,501,413

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（千株）
3,966 3,966

前事業年度
（自　2019年６月１日

至　2020年５月31日）

当事業年度
（自　2020年６月１日

至　2021年５月31日）

当期純利益金額（千円） 610,880 517,393

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純利益金額（千円） 610,880 517,393

期中平均株式数（千株） 3,982 3,966

（１株当たり情報）

（注）１．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。

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。

３．１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。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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