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（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12月期 26,230 － 1,479 － 1,445 － 909 －

2020年12月期 18,297 － 695 － 673 － 612 －

（注）包括利益 2021年12月期 1,283百万円 （－％） 2020年12月期 1,055百万円 （－％）

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12月期 69.14 － 7.2 5.0 5.6
2020年12月期 46.57 － 5.3 2.4 3.8

（参考）持分法投資損益 2021年12月期 －百万円 2020年12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12月期 30,143 13,202 43.7 1,002.13
2020年12月期 27,391 12,050 43.9 914.74

（参考）自己資本 2021年12月期 13,176百万円 2020年12月期 12,027百万円

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12月期 47 △801 906 2,191
2020年12月期 1,116 △415 △1,711 1,960

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12月期 － 0.00 － 10.00 10.00 131 21.5 1.1

2021年12月期 － 0.00 － 15.00 15.00 197 21.7 1.6

2022年12月期（予想） － 0.00 － 15.00 15.00 21.9

（％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） 12,300 △6.8 600 △52.5 600 △52.1 400 △52.6 30.42

通期 24,800 △5.5 1,300 △12.1 1,300 △10.0 900 △1.0 68.45

１．2021年12月期の連結業績（2021年１月１日～2021年12月31日）

（注）当社は、2020年12月期（前期）より決算期を３月31日から12月31日に変更し、当社グループの決算期を12月31日に統一しております。よっ
て、比較対象となる2020年12月期（前期）は９か月決算のため対前期増減率は記載しておりません。

（２）連結財政状態

（３）連結キャッシュ・フローの状況

２．配当の状況

３．2022年12月期の連結業績予想（2022年１月１日～2022年12月31日）



（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

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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年12月期 13,238,700株 2020年12月期 13,238,700株

②  期末自己株式数 2021年12月期 90,697株 2020年12月期 90,697株

③  期中平均株式数 2021年12月期 13,148,003株 2020年12月期 13,148,003株

（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12月期 25,808 － 1,447 － 1,417 － 888 －

2020年12月期 17,842 － 616 － 587 － 546 －

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12月期 67.55 －

2020年12月期 41.54 －

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12月期 28,411 11,735 41.3 892.53

2020年12月期 25,918 10,813 41.7 822.42

（参考）自己資本 2021年12月期 11,735百万円 2020年12月期 10,813百万円

※  注記事項

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（３）発行済株式数（普通株式）

（参考）個別業績の概要

2021年12月期の個別業績（2021年１月１日～2021年12月31日）

（注）当社は、2020年12月期（前期）より決算期を３月31日から12月31日に変更しております。よって、比較対象となる2020年12月期（前期）は
９か月決算のため対前期増減率は記載しておりません

（２）個別財政状態

※  決算短信は公認会計士又は監査法人の監査対象外です。

※  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Ｐ．４「１．経営成績等の概況

（４）今後の見通し」をご覧ください。



１．経営成績等の概況 ……………………………………………………………………………………………………… 2
（１）当期の経営成績の概況 …………………………………………………………………………………………… 2
（２）当期の財政状態の概況 …………………………………………………………………………………………… 3
（３）当期のキャッシュ・フローの概況 ……………………………………………………………………………… 3
（４）今後の見通し ……………………………………………………………………………………………………… 4

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方 …………………………………………………………………………… 4
３．連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………………… 5

（１）連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………… 5
（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 ……………………………………………………………………… 7

連結損益計算書 …………………………………………………………………………………………………… 7
連結包括利益計算書 ……………………………………………………………………………………………… 8

（３）連結株主資本等変動計算書 ……………………………………………………………………………………… 9
（４）連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………………… 11
（５）連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………………… 12

（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………………………… 12
（追加情報） ………………………………………………………………………………………………………… 12
（セグメント情報等） ……………………………………………………………………………………………… 13
（１株当たり情報） ………………………………………………………………………………………………… 16
（重要な後発事象） ………………………………………………………………………………………………… 16

４．その他 …………………………………………………………………………………………………………………… 17
（参考情報） ………………………………………………………………………………………………………… 17

○添付資料の目次

- 1 -

星和電機(株) （6748） 2021年12月期 決算短信



前年同一期間 当連結会計年度 増減額 増減率（％）

売上高 28,966 26,230 △2,736 △9.4

営業利益 1,869 1,479 △390 △20.9

経常利益 1,827 1,445 △382 △20.9

親会社株主に帰属する当期純利益 1,539 909 △629 △40.9

売上高 セグメント損益

前年

同一期間

当連結

会計年度
増減額

増減率

（％）

前年

同一期間

当連結

会計年度
増減額

増減率

（％）

情報機器 14,331 12,260 △2,071 △14.5 1,904 1,773 △131 △6.9

照明機器 8,801 7,609 △1,191 △13.5 810 479 △331 △40.9

コンポーネント 5,248 5,793 544 10.4 576 614 38 6.7

その他 583 565 △18 △3.1 19 13 △6 △33.1

１．経営成績等の概況

当社は、前連結会計年度より決算期を３月31日から12月31日に変更し、当社グループの決算期を12月31日に統一しまし

た。以下、当連結会計年度の経営成績に関しましては、前年同一期間（2020年１月１日から2020年12月31日まで）との比

較により記載しております。

（１）当期の経営成績の概況

（単位：百万円）

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の感染拡大に伴う緊急事態宣言の発出や期間延長により

各種経済活動が抑制されましたが、ワクチン接種が進み緊急事態宣言が解除となった10月以降は新規感染者数が減少

し、国内経済は回復基調となりました。

しかしながら、半導体や樹脂材料の供給不足、原材料価格の高騰、海運輸送逼迫に伴う海上運賃高騰などサプライチ

ェーンにおける問題や新たな変異株拡大の懸念もあり、景気の先行きは今後も不透明な状況が続くと見込まれます。

このようななか、当社グループにおきましては、新型コロナウイルスの感染予防に努めるとともに、マーケティング

機能の拡充とソリューション営業力の強化を図り、競争力ある新商品の開発と生産体制の確立により収益性の向上に取

り組んでまいりました。

この結果、売上面では民需関連製品のエアコン用の配管保護機材と電磁波環境対策部品が前年同一期間に比べ増加と

なりました。一方、公共設備関連の道路情報機器とトンネル照明器具は期初の受注残高を背景に売上高を伸ばしました

が前年同一期間に比べ減少となりました。

利益面では、公共設備関連の道路情報機器が計画的な生産による原価低減や経費節減により利益は伸びましたが、前

年同一期間に比べると減少となり、民間設備関連の産業用照明器具も前年同一期間と比べ減少となりました。

その結果、当連結会計年度の売上高は26,230百万円となりました。営業利益は1,479百万円、経常利益は1,445百万

円、親会社株主に帰属する当期純利益は909百万円となりました。

セグメント別の経営成績は次のとおりであります。

情報機器事業

主力製品であります道路情報表示システムにおきましては、高速道路向け、一般道路向けともに前年同一期間に比

べ売上高が減少しました。この事業におきましては、新型コロナウイルスの感染拡大によるサプライチェーンの乱れ

などの影響がありました。

この結果、売上高は12,260百万円となりました。利益面では、計画的な生産による原価低減や経費節減によりセグ

メント利益は1,773百万円となりました。

照明機器事業

民間設備関連の産業用照明器具におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による定期修理工事の小規模化

や延期、調達面での納期遅延などにより売上高が前年同一期間に比べ減少しました。

公共設備関連におきましては、トンネル照明器具の売上高が大幅に減少しました。

この結果、売上高は7,609百万円となりました。セグメント利益は479百万円となりました。

コンポーネント事業

配電盤や機械装置に用いる産業用配線保護機材の売上高は前年同一期間に比べ増加となり、エアコン用の配管保護

機材の売上高も在宅時間の増加に伴うエアコン需要拡大により増加しました。電磁波環境対策部品は半導体装置、車

載機器向けなどで売上高は増加しました。この事業におきましては、新型コロナウイルスの感染拡大によるサプライ

チェーンの乱れなどの影響がありました。

この結果、売上高は5,793百万円となりました。セグメント利益は614百万円となりました。
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その他の事業

商品仕入販売は444百万円、情報サービスなどは121百万円となりました。

この結果、その他の事業の売上高は565百万円となりました。セグメント利益は13百万円となりました。

（２）当期の財政状態の概況

流動資産

当連結会計年度における流動資産は21,582百万円で前連結会計年度に比べ1,905百万円増加しました。工事進行基準

物件の売上増加に伴う売上債権の増加等によるものであります。

固定資産

当連結会計年度における固定資産は8,561百万円で前連結会計年度に比べ847百万円増加しました。大型測定施設の新

設により有形固定資産および無形固定資産が増加したこと等によるものであります。

流動負債

当連結会計年度における流動負債は15,616百万円で前連結会計年度に比べ1,646百万円増加しました。これは、売上

債権の増加に伴う運転資金を確保するために資金調達を行った結果、短期借入金が増加したこと等によるものでありま

す。

固定負債

当連結会計年度における固定負債は1,324百万円で前連結会計年度に比べ45百万円減少しました。これは、繰延税金

負債は増加しましたが長期借入金の返済が進んだこと等によるものであります。

純資産

当連結会計年度における純資産合計は13,202百万円で前連結会計年度に比べ1,151百万円増加しました。これは、親

会社株主に帰属する当期純利益を計上したことによる利益剰余金の増加等によるものであります。

（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231百万円増加し、

2,191百万円となりました。

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。

なお、前連結会計年度より決算期を３月31日から12月31日に変更しました。よって比較対象となる前連結対象年度は

９か月決算のため、対前期比較は記載しておりません。

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47百万円となりました。これは、税金等調整前当期純利益は計上したものの、工

事進行基準物件の売上増加に伴う売上債権が増加したこと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

投資活動の結果、使用した資金は801百万円となりました。これは大型測定施設の新設による有形固定資産及び無

形固定資産の取得による支出等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

財務活動の結果、獲得した資金は906百万円となりました。これは短期借入金の借入等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の新たな変異株の影響が予想できない状況で、景気の回復

については引き続き不透明な状況が続くと見込んでおります。

そのようななか、国内では引続き国土強靭化やインフラ整備のための公共事業は継続が予想され、民間の設備投資も

大企業を中心とした積極的な投資姿勢が見られるものの、原油価格の高騰などに伴う樹脂材料不足や燃料価格・原材料

価格の高騰、半導体の供給不足、海運輸送逼迫に伴う海上運賃高騰など予断を許さない状況が続くと予想しておりま

す。

今後の見通しをうけて、当社の各事業における方針は次の通りです。

情報機器事業

期初の受注残高に加えて更なる受注の確保を目指し、効率的な生産と品質の確保に努めてまいります。

照明機器事業

民間設備関連は、LED照明器具の新製品の開発及び拡販に努めてまいります。公共設備関連は、トンネル照明器具

の新製品を中心とした提案営業活動により受注の確保に努めてまいります。

コンポーネント事業

新製品の投入や新規市場の開拓により電磁波環境対策部品の売上増加に努めてまいります。

利益面につきましては、全事業においてコスト削減と生産性の向上による収益性の改善に努めてまいります。

2022年12月期の連結業績につきましては、売上高24,800百万円、営業利益1,300百万円、経常利益1,300百万円、親会

社株主に帰属する当期純利益900百万円を予想しております。

なお、上記の業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症による影響は照明機器事業及びコンポーネント事

業で見込まれることを想定しております。

今後想定外の状況となった場合には業績が変動する可能性があります。業績予想の修正が必要となった場合には、速

やかに適時適切な開示を行います。

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、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、今後につきましては、外国人株主比率の推移及び国内の同業他社の国際会計基準の適用動向等を踏まえ、国際

会計基準の適用について検討を進めていく方針であります。
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当連結会計年度
(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,178,660 2,416,397

受取手形及び売掛金 11,660,154 12,694,483

電子記録債権 1,102,709 1,545,763

有価証券 74,435 146,701

商品及び製品 1,586,467 1,465,355

仕掛品 652,583 699,852

原材料及び貯蔵品 2,283,474 2,172,612

その他 138,265 441,341

貸倒引当金 △57 △183

流動資産合計 19,676,692 21,582,323

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,467,177 5,901,099

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,834,515 △3,953,539

建物及び構築物（純額） 1,632,661 1,947,560

機械装置及び運搬具 1,191,436 1,302,872

減価償却累計額及び減損損失累計額 △996,764 △1,113,323

機械装置及び運搬具（純額） 194,672 189,548

土地 722,137 722,137

その他 3,653,627 3,761,989

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,189,308 △3,350,197

その他（純額） 464,318 411,792

有形固定資産合計 3,013,789 3,271,039

無形固定資産

ソフトウエア 457,801 482,661

その他 154,134 160,705

無形固定資産合計 611,935 643,367

投資その他の資産

投資有価証券 2,625,611 2,687,668

長期未収入金 383,310 －

退職給付に係る資産 577,416 792,931

繰延税金資産 23,255 18,647

保険積立金 726,678 753,437

その他 167,352 426,833

貸倒引当金 △414,885 △32,396

投資その他の資産合計 4,088,739 4,647,120

固定資産合計 7,714,465 8,561,527

資産合計 27,391,157 30,143,851

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当連結会計年度
(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,908,223 2,018,534

電子記録債務 2,810,786 2,634,985

短期借入金 6,300,000 7,800,000

１年内返済予定の長期借入金 814,284 682,150

未払法人税等 22,481 348,374

賞与引当金 105,438 111,727

製品保証引当金 － 63,760

受注損失引当金 58,256 104,271

前受金 112,819 81,087

その他 1,838,052 1,771,501

流動負債合計 13,970,341 15,616,392

固定負債

長期借入金 977,154 647,505

繰延税金負債 268,673 545,647

役員退職慰労引当金 20,130 20,130

製品保証引当金 － 41,510

その他 103,933 69,770

固定負債合計 1,369,891 1,324,563

負債合計 15,340,232 16,940,955

純資産の部

株主資本

資本金 3,648,406 3,648,406

資本剰余金 3,943,421 3,943,421

利益剰余金 3,431,935 4,209,596

自己株式 △62,477 △62,477

株主資本合計 10,961,285 11,738,946

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 760,355 928,142

為替換算調整勘定 76,630 211,939

退職給付に係る調整累計額 228,769 297,083

その他の包括利益累計額合計 1,065,754 1,437,165

非支配株主持分 23,884 26,783

純資産合計 12,050,924 13,202,895

負債純資産合計 27,391,157 30,143,851
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当連結会計年度
(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

売上高 18,297,958 26,230,001

売上原価 14,743,361 20,817,503

売上総利益 3,554,596 5,412,497

販売費及び一般管理費 2,859,345 3,932,920

営業利益 695,251 1,479,576

営業外収益

受取利息 17,926 20,957

受取配当金 42,924 54,598

不動産賃貸料 29,122 38,796

その他 26,316 36,599

営業外収益合計 116,290 150,951

営業外費用

支払利息 42,430 48,582

売上割引 69,856 95,337

シンジケートローン手数料 13,750 4,250

為替差損 1,268 23,200

その他 10,444 13,919

営業外費用合計 137,749 185,289

経常利益 673,792 1,445,238

特別利益

固定資産売却益 － 511

投資有価証券売却益 1,027 5,874

特別利益合計 1,027 6,386

特別損失

固定資産売却損 2,497 －

固定資産除却損 6,504 3,802

投資有価証券売却損 145 2,669

投資有価証券評価損 44,646 8,273

特別損失合計 53,794 14,745

税金等調整前当期純利益 621,025 1,436,879

法人税、住民税及び事業税 56,584 331,573

法人税等調整額 △46,845 193,265

法人税等合計 9,739 524,839

当期純利益 611,286 912,040

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（△）
△1,117 2,898

親会社株主に帰属する当期純利益 612,403 909,141

（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）
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当連結会計年度
(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当期純利益 611,286 912,040

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 285,058 167,786

為替換算調整勘定 △20,282 135,309

退職給付に係る調整額 179,781 68,314

その他の包括利益合計 444,557 371,410

包括利益 1,055,843 1,283,450

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,056,960 1,280,551

非支配株主に係る包括利益 △1,117 2,898

（連結包括利益計算書）
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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

当期首残高 3,648,406 3,943,421 3,016,752 △62,477 10,546,102

当期変動額

剰余金の配当 △197,220 △197,220

親会社株主に帰属する当期
純利益

612,403 612,403

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － － 415,183 － 415,183

当期末残高 3,648,406 3,943,421 3,431,935 △62,477 10,961,285

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 475,297 96,912 48,987 621,197 25,001 11,192,301

当期変動額

剰余金の配当 △197,220

親会社株主に帰属する当期
純利益

612,403

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

285,058 △20,282 179,781 444,557 △1,117 443,440

当期変動額合計 285,058 △20,282 179,781 444,557 △1,117 858,623

当期末残高 760,355 76,630 228,769 1,065,754 23,884 12,050,924

（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2020年12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

当期首残高 3,648,406 3,943,421 3,431,935 △62,477 10,961,285

当期変動額

剰余金の配当 △131,480 △131,480

親会社株主に帰属する当期
純利益

909,141 909,141

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － － 777,661 － 777,661

当期末残高 3,648,406 3,943,421 4,209,596 △62,477 11,738,946

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 760,355 76,630 228,769 1,065,754 23,884 12,050,924

当期変動額

剰余金の配当 △131,480

親会社株主に帰属する当期
純利益

909,141

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

167,786 135,309 68,314 371,410 2,898 374,309

当期変動額合計 167,786 135,309 68,314 371,410 2,898 1,151,970

当期末残高 928,142 211,939 297,083 1,437,165 26,783 13,202,895

当連結会計年度（自　2021年１月１日　至　2021年12月31日）
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当連結会計年度
(自　2021年１月１日

　至　2021年12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 621,025 1,436,879

減価償却費 423,302 633,233

貸倒引当金の増減額（△は減少） △33 △382,362

製品保証引当金の増減額（△は減少） － 105,270

受注損失引当金の増減額（△は減少） △67,304 46,015

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △121,676 △143,208

受取利息及び受取配当金 △60,851 △75,555

支払利息 42,430 48,582

投資有価証券売却損益（△は益） △882 △3,204

投資有価証券評価損益（△は益） 44,646 8,273

固定資産除却損 6,504 3,802

有形固定資産売却損益（△は益） 2,497 △511

売上債権の増減額（△は増加） 2,120,199 △1,463,683

たな卸資産の増減額（△は増加） △395,726 214,228

その他の流動資産の増減額（△は増加） 332,600 △343,090

仕入債務の増減額（△は減少） △1,372,733 △91,162

長期未収入金の増減額（△は増加） － 383,310

その他の流動負債の増減額（△は減少） △307,349 △50,068

その他 27,677 △300,812

小計 1,294,327 25,934

利息及び配当金の受取額 58,364 75,032

利息の支払額 △41,834 △49,112

法人税等の支払額 △194,175 △4,372

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,116,681 47,482

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 △410,728 △736,156

有形固定資産の売却による収入 515 512

無形固定資産の取得による支出 △199,888 △163,460

投資有価証券の取得による支出 △17,141 △54,292

投資有価証券の売却による収入 55,940 140,308

保険積立金の積立による支出 △25,321 △26,759

保険積立金の解約による収入 168,928 －

その他 12,216 38,572

投資活動によるキャッシュ・フロー △415,479 △801,275

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） △810,785 1,500,000

長期借入れによる収入 20,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △723,213 △861,783

配当金の支払額 △197,220 △131,480

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,711,218 906,736

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,134 78,590

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,020,150 231,534

現金及び現金同等物の期首残高 2,980,334 1,960,183

現金及び現金同等物の期末残高 1,960,183 2,191,717

（４）連結キャッシュ・フロー計算書
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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）

（新型コロナウィルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積もり）

当社グループでは、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積もりは、連結財務諸表作成時において入手可能な情報

に基づき実施しております。新型コロナウイルス感染症による当社グループへの影響は、今後の広がり方や収束時期等の

見通しが不透明な状況であるものの、現時点において会計上の見積も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拡大による影響は不確定要素が多く、その後の感染拡大による活動の停滞に

より、今後想定外の状況となった場合には将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

（製品保証引当金）

当社は、従来、製品の保証に係る費用は支出時の費用として処理しておりましたが、翌連結会計年度期首からの「収益

認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）の適用に伴い、過年度における製品修理実績の有償無

償対応情報を整理したため、当第４四半期連結会計期間より、製品群ごとの売上高を基準として過去の実績率に基づき計

算した製品保証による費用の見積額に加え、個別に発生額を見積もることができる費用について、当該金額を製品保証引

当金として計上しております。

この結果、従来の方法に比べて、当連結会計年度の売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそ

れぞれ105,270千円減少しております。
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（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情報機器 照明機器

コンポー
ネント

計

売上高

外部顧客への売上高 8,082,510 5,882,539 4,040,340 18,005,390 292,567 18,297,958 － 18,297,958

セグメント間の内部
売上高又は振替高

177 275 3,108 3,561 239,523 243,085 △243,085 －

計 8,082,688 5,882,814 4,043,448 18,008,951 532,091 18,541,043 △243,085 18,297,958

セグメント利益 489,328 680,749 548,490 1,718,568 8,041 1,726,610 △1,031,358 695,251

セグメント資産 10,541,529 5,794,354 4,511,629 20,847,512 516,981 21,364,494 6,026,663 27,391,157

その他の項目

減価償却費 66,785 118,359 130,988 316,133 2,279 318,413 104,889 423,302

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額
134,929 164,264 157,976 457,170 － 457,170 68,430 525,600

（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

当社グループの報告セグメントは、当社及び子会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

会が経営資源の配分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、当社及び子会社の構成単位に分離された財務情報に基づき、製品・サービス別に構成した事業単位

について、国内及び海外の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、この事業単位に製品の

種類、製造方法、販売方法等の類似性を勘案し、「情報機器事業」、「照明機器事業」、「コンポーネント事業」の３

つを報告セグメントとしております。

「情報機器事業」は、情報表示システム、トンネル防災システム、ＬＥＤ式信号機等の製造販売を行っております。

「照明機器事業」は、照明器具、制御機器、照明用ＬＥＤモジュール部品等の製造販売を行っております。「コンポー

ネント事業」は、配線保護機材、配管保護機材、電磁波環境対策部品等の製造販売を行っております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益、資産、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」における

記載と概ね同一であります。

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、その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）
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（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情報機器 照明機器

コンポー
ネント

計

売上高

外部顧客への売上高 12,260,924 7,609,815 5,793,751 25,664,491 565,509 26,230,001 － 26,230,001

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 698 3,345 4,043 288,042 292,086 △292,086 －

計 12,260,924 7,610,514 5,797,097 25,668,535 853,551 26,522,087 △292,086 26,230,001

セグメント利益 1,773,486 479,033 614,941 2,867,460 13,307 2,880,768 △1,401,191 1,479,576

セグメント資産 11,248,823 6,114,964 5,132,544 22,496,332 626,002 23,122,334 7,021,516 30,143,851

その他の項目

減価償却費 114,364 188,338 184,907 487,610 2,718 490,328 142,904 633,233

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額
141,991 126,705 517,498 786,195 － 786,195 108,004 894,199

セグメント利益 前連結会計年度 当連結会計年度

セグメント間取引消去 △5,666 △6,944

全社費用※ △1,025,692 △1,394,246

合計 △1,031,358 △1,401,191

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

全社資産※ 6,059,156 7,052,150

セグメント間取引消去 △32,492 △30,633

合計 6,026,663 7,021,516

当連結会計年度（自　2021年１月１日　至　2021年12月31日）

(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、商品仕入販売、情報サービス
を含んでおります。

２．調整額の内容は以下のとおりであります。
セグメント利益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。

セグメント資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

※全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門資産であります。

その他の項目
減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社管

理部門資産の設備投資額であります。

３．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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情報機器 照明機器 コンポーネント その他 合計

外部顧客への売上高 8,082,510 5,882,539 4,040,340 292,567 18,297,958

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント

因幡電機産業(株) 3,337,189 コンポーネント他

西日本高速道路(株) 2,112,717 情報機器他

情報機器 照明機器 コンポーネント その他 合計

外部顧客への売上高 12,260,924 7,609,815 5,793,751 565,509 26,230,001

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント

因幡電機産業(株) 4,316,235 コンポーネント他

【関連情報】

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

１．製品及びサービスごとの情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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連結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

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております

３．主要な顧客ごとの情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

当連結会計年度（自　2021年１月１日　至　2021年12月31日）

１．製品及びサービスごとの情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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連結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

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております

３．主要な顧客ごとの情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
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【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】

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自　2021年１月１日　至　2021年12月31日）

該当事項はありません。

【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】

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自　2021年１月１日　至　2021年12月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自2020年４月１日　至2020年12月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自2021年１月１日　至2021年12月31日）

該当事項はありません。

前連結会計年度
（自　2020年４月１日

至　2020年12月31日）

当連結会計年度
（自　2021年１月１日

至　2021年12月31日）

１株当たり純資産額 914.74円 1,002.13円

１株当たり当期純利益金額 46.57円 69.14円

前連結会計年度
（自　2020年４月１日

至　2020年12月31日）

当連結会計年度
（自　2021年１月１日

至　2021年12月31日）

親会社株主に帰属する当期純利益金

額
（千円） 612,403 909,141

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

る当期純利益金額
（千円） 612,403 909,141

普通株式の期中平均株式数 （株） 13,148,003 13,148,003

（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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１．当期（2021年12月期）の業績（連結） （単位：百万円)

前年同一期間
（12か月）

当期(2021年12月期) 対前期増減

金額 百分比(%) 金額 百分比(%) 金額 増減率(%)

売上高 28,966 100.0 26,230 100.0 △2,736 △9.4

業 営業利益 1,869 6.5 1,479 5.6 △390 △20.9

績 経常利益 1,827 6.3 1,445 5.5 △382 △20.9

親会社株主に帰属
する当期純利益

1,539 5.3 909 3.5 △629 △40.9

配当金（単位：円） 15

２.部門別売上高・受注状況（連結） （単位：百万円)

前年同一期間
（12か月）

当期(2021年12月期) 対前期増減

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 増減率(%)

情報機器 14,331 49.5 12,260 46.7 △2,071 △14.5

売 照明機器 8,801 30.4 7,609 29.0 △1,191 △13.5

上 コンポーネント 5,248 18.1 5,793 22.1 544 10.4

高 その他 583 2.0 565 2.2 △18 △3.1

合 計 28,966 100.0 26,230 100.0 △2,736 △9.4

情報機器 1,904 57.5 1,773 61.6 △131 △6.9

損 照明機器 810 24.5 479 16.6 △331 △40.9

コンポーネント 576 17.4 614 21.3 38 6.7

益 その他 19 0.6 13 0.5 △6 △33.1

合 計 3,311 100.0 2,880 100.0 △430 △13.0

情報機器 15,299 52.4 9,673 38.6 △5,626 △36.8

受 照明機器 7,982 27.4 8,054 32.2 71 0.9

注 コンポーネント 5,311 18.2 6,741 26.9 1,430 26.9

高 その他 583 2.0 565 2.3 △18 △3.1

合 計 29,176 100.0 25,035 100.0 △4,141 △14.2

受
注
残
高

情報機器 12,028 85.7 9,380 73.2 △2,647 △22.0

照明機器 1,745 12.4 2,250 17.5 504 28.9

コンポーネント 259 1.9 1,193 9.3 933 359.6

その他 － － － － － －

合 計 14,033 100.0 12,824 100.0 △1,209 △8.6

３．その他 （単位：百万円)

前年同一期間
（12か月）

当期(2021年12月期) 対前期増減

金額 金額 金額

そ 設備投資 522 694 172

の 減価償却費 574 633 58

他 研究開発費 430 456 26

４．その他
（参考情報）
前連結会計年度より決算期を3月31日から12月31日に変更し、当社グループの決算期を12月31日に統一しました。
以下、参考として前年同一期間(12か月）（2020年1月1日～2020年12月31日）の数値を記載しております。
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４.次期（2022年12月期）の業績予想（連結）

（単位：百万円)

通　期　予　想 第　２　四　半　期　予　想

予想 対前期増減 予想 対前期増減

金額 百分比(%) 金額 増減率(%) 金額 百分比(%) 金額 増減率(%)

売上高 24,800 100.0 △1,430 △5.5 12,300 100.0 △897 △6.8

業 営業利益 1,300 5.2 △179 △12.1 600 4.9 △663 △52.5

績 経常利益 1,300 5.2 △145 △10.0 600 4.9 △652 △52.1

親会社株主に帰属
する当期純利益

900 3.6 △9 △1.0 400 3.3 △444 △52.6

配当金（単位：円） 15 0

部門別売上高予想 （単位：百万円） その他の予想 (単位：百万円)

通期予想 対前期増減 通期予想 対前期増減

金額 構成比(%) 金額 増減率(%) 金額 金額

情報機器 10,000 40.3 △2,260 △18.4 設備投資 400 △294

売 照明機器 8,450 34.1 840 11.0 減価償却費 650 16

上 コンポーネント 5,900 23.8 106 1.8 研究開発費 600 143

高 その他 450 1.8 △115 △20.4

合 計 24,800 100.0 △1,430 △5.5
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