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1. 2021年12月期の連結業績（2021年1月1日～2021年12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12月期 22,700 3.8 964 31.0 1,196 22.4 831 57.5

2020年12月期 21,870 △2.0 736 △38.6 977 △31.3 527 △47.6

（注）包括利益 2021年12月期　　339百万円 （―％） 2020年12月期　　△357百万円 （―％）

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 35.74 ― 2.6 3.0 4.3

2020年12月期 22.68 ― 1.6 2.5 3.4

（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

(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12月期 40,013 31,908 79.7 1,369.90

2020年12月期 38,983 31,895 81.7 1,369.21

（参考） 自己資本 2021年12月期 31,882百万円 2020年12月期 31,866百万円

(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12月期 1,776 △548 511 12,079

2020年12月期 1,055 △1,958 △832 10,338

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12月期 ― ― ― 14.00 14.00 325 61.7 1.0

2021年12月期 ― ― ― 14.00 14.00 325 39.2 1.0

2022年12月期(予想) ― ― ― 14.00 14.00 38.3

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）
（％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) 12,710 12.4 540 1.0 690 △2.0 470 △7.5 20.19

通期 25,300 11.5 1,060 9.9 1,260 5.3 850 2.2 36.52



※ 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12月期 26,036,374 株 2020年12月期 26,036,374 株

② 期末自己株式数 2021年12月期 2,763,009 株 2020年12月期 2,763,009 株

③ 期中平均株式数 2021年12月期 23,273,365 株 2020年12月期 23,273,433 株

(注)1株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、添付資料P.12「1株当たり情報」をご参照ください。

（参考）個別業績の概要

1. 2021年12月期の個別業績（2021年1月1日～2021年12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12月期 18,247 0.4 834 6.6 1,068 5.7 753 33.9

2020年12月期 18,182 △9.4 782 △33.1 1,010 △27.4 562 △43.7

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 32.36 ―

2020年12月期 24.17 ―

(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12月期 38,895 31,693 81.5 1,361.78

2020年12月期 38,016 31,755 83.5 1,364.47

（参考） 自己資本 2021年12月期 31,693百万円 2020年12月期 31,755百万円

2. 2022年12月期の個別業績予想（2022年 1月 1日～2022年12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 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 8,620 △5.0 520 △15.8 360 △18.2 15.47

通期 17,600 △3.5 940 △12.0 650 △13.7 27.93

(注)2022年1月1日を効力発生日として、会社分割の方法により、当社の精麦・飼料事業を完全子会社である鳥越精麦株式会社に承継させたことなどにより、上
記予想としております。なお、連結業績に与える影響はありません。

※ 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

本資料に記載している業績予想等の将来に関する事項は、現時点で当社が入手している情報や合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は
種々の要因により大きく異なる場合がありうることをご承知おきください。業績予想に関する事項は、添付資料P.2「次期の見通し」をご参照ください。
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１．経営成績等の概況

（１）経営成績に関する分析

当期の概況

　当連結会計年度のわが国経済は、新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態宣言等が断続的に発出され

る中で、ワクチン接種率の上昇に伴い新規感染者数が減少し、経済活動に再開の兆しが見られたものの、新たな変

異株の出現による感染再拡大の動向が今後の経済活動に与える影響を注視する必要があり、依然として先行き不透

明な状況が続いております。

　食品業界におきましては、飲食店等の営業制限や外出自粛要請継続の影響により、外食・業務用に関連する需要

に回復の目処が立たず、取扱い製品の大半が業務用(BtoB)である当社グループもその影響を受けております。

　このような状況の中にあって当社グループは、当期より新たな中期経営計画「TTC150 Stage2」をスタートさ

せ、将来の持続的成長に向けた諸施策に取り組みました。その中で、「営業組織の再編成」については、営業部門

を3部制に変更して、従来の地域エリア別から業態別に分けることにより、お客様の幅広いニーズに対応できる体

制を構築しました。また「デジタル化による全社的業務改革の推進」については、先ず営業部門のバックオフィス

業務体制のスリム化を目指して、そのデジタル化に着手しております。

　販売面につきましては、売上高は227億円と前年同期に比べ8億2千9百万円(3.8%)の増収となりました。

　収益面につきましては、収益確保に向けた営業政策や製粉副産物のふすま販売価格が堅調に推移したこと、一部

の連結子会社の業績が堅調に推移したこと等により、営業利益は9億6千4百万円と前年同期に比べ2億2千8百万円

(31.0%)の増益、経常利益11億9千6百万円と前年同期に比べ2億1千8百万円(22.4%)の増益、親会社株主に帰属する

当期純利益は8億3千1百万円と前年同期に比べ3億3百万円(57.5%)の増益となりました(前期は特別損失として投資

有価証券評価損等を計上)。

　単一セグメント内の区分別の状況は次のとおりであります。

(食料品)

①製粉

需要減により業務用小麦粉の出荷数量は減少しましたが、輸入小麦の政府売渡価格引き上げに伴う製品価格の

改定や副産物のふすま販売価格が堅調に推移したこと等により、売上高は92億3千8百万円(前年同期比0.2%増)

となりました。

②食品

低糖質食品シリーズ「パンdeスマート」の売上増加に加えて、新規先への拡売、既存商品の販売増加等によ

り、売上高は72億1千4百万円(前年同期比3.1%増)となりました。

③精麦

連結子会社による増収効果等により、売上高は49億7千5百万円(前年同期比2.2%増)となりました。

(飼料)

　連結子会社による増収効果等により、売上高は12億1千8百万円(前年同期比63.1%増)となりました。

(その他)

　連結子会社による増収効果等により、売上高は5千4百万円(前年同期比23.7%増)となりました。

次期の見通し

　次期の見通しといたしましては、通期では、売上高253億円(前期比11.5%増)、営業利益10億6千万円(前期比9.9%

増)、経常利益12億6千万円(前期比5.3%増)、親会社株主に帰属する当期純利益8億5千万円(前期比2.2%増)を見込ん

でおります。新型コロナウイルス感染再拡大により需要回復の目処が立たない中、販売競争は一段と激しさを増し

ており、原材料及び原油価格の高騰による食品価格の上昇により消費者の節約志向が続く中で、今後も厳しい経営

環境が続くものと思われます。

　当社といたしましては、感染防止対策を徹底し安定的な食品の供給責任を果たすと共に、新中期経営計画

「TTC150 Stage2」の達成に向けて、グループ一丸となって取り組んでまいります。当社グループの精麦・飼料事

業について、当社の完全子会社として鳥越精麦株式会社を設立し、同社に対して会社分割の方法により、当社の精

麦・飼料事業を承継しました。更に当社グループにおける精麦・飼料事業を営む連結子会社4社が実施する共同株

式移転の方法により、精麦・飼料事業を統括する中間持株会社を設立しました。これにより当社グループの精麦・

飼料事業における意思決定の迅速化と経営資源の効率的配分を行い、各社横断的な連携により更に競争力を強化

し、当社グループ全体の企業価値向上を目指してまいります。

　また顧客本位の事業活動を通じて、「世の中になくてはならない企業」として、地域社会、日本、そして世界の

人々の生活文化の向上に貢献してまいります。

　なお、今後の穀物市場や為替の動向次第では、輸入小麦の政府売渡価格改定や国内産小麦の価格改定が予想され

ますが、現時点で改定幅は予想困難であり、原料価格や製品価格の変動により今後業績に重要な変動が生じると見

込まれる場合は適時適切に開示いたします。
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2019年 2020年 2021年

自己資本比率（％） 80.2 81.7 79.7

時価ベースの自己資本比率（％） 50.8 55.2 38.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 2.6 2.3 1.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 51.3 58.0 108.9

（２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

　当連結会計年度末の総資産は400億1千3百万円と前連結会計年度に比べ10億2千9百万円増加しました。この主な

要因は、現金及び預金が増加し、投資有価証券が減少したことなどによるものです。

　当連結会計年度末の負債合計は81億4百万円と前連結会計年度に比べ10億1千6百万円増加しました。この主な要

因は、長期借入金が増加し、繰延税金負債が減少したことなどによるものです。

　当連結会計年度末の純資産合計は319億8百万円と前連結会計年度に比べ1千3百万円増加しました。この主な要因

は、利益剰余金が増加し、その他有価証券評価差額金が減少したことなどによるものです。

　以上の結果、自己資本比率は79.7%と前連結会計年度に比べ2.0%低下しました。

②キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、17億7千6百万円の収入(前連結会計年度は10億5千5百

万円の収入)となりました。この主な要因は、仕入債務の増加、税金等調整前当期純利益の計上などによるもので

す。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、5億4千8百万円の支出(前連結会計年度は19億5千8百万円の支出)となり

ました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出などによるものです。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、5億1千1百万円の収入(前連結会計年度は8億3千2百万円の支出)となりま

した。この主な要因は、長期借入金の増加などによるものです。

　以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、120億7千9百万円となり、前連結会計年度末比

17億4千万円増加しました。

③キャッシュ・フロー関連指標の推移

※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

１.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。

２.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。

３.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借入金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。

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　利益配分につきましては、株主の皆様への安定的、継続的な利益還元を基本としつつ、各事業年度の業績及び財

務状況、内部留保の充実による経営基盤の強化、今後の経営環境等を総合的に勘案した上で決定する方針でありま

す。また、内部留保金の使途につきましては、事業拡大に向けた投資及び将来にわたる生産設備の整備・充実、並

びに研究開発のための資金として活用し、企業価値の向上に努めてまいります。

　当期の1株当たり配当金につきましては、14円とさせて頂く予定で、連結配当性向は39.2%となります。

　なお、次期(2022年12月期)の配当金は、1株当たり14円を予定しております。

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、当面は日本基準に基づき連結

財務諸表を作成する方針であります。
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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 7,434,648 9,876,748

受取手形及び売掛金 3,573,051 3,704,523

有価証券 2,961,500 2,261,500

商品及び製品 1,166,438 1,302,974

原材料及び貯蔵品 4,126,853 4,102,939

その他 203,627 116,916

貸倒引当金 △2,537 △2,599

流動資産合計 19,463,583 21,363,003

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 9,798,824 9,995,560

減価償却累計額 △7,988,186 △8,134,507

建物及び構築物（純額） 1,810,637 1,861,052

機械装置及び運搬具 13,183,435 13,389,192

減価償却累計額 △11,717,503 △11,984,434

機械装置及び運搬具（純額） 1,465,931 1,404,758

土地 6,750,955 6,750,085

建設仮勘定 9,247 4,156

その他 1,059,598 1,075,617

減価償却累計額 △825,599 △893,615

その他（純額） 233,998 182,001

有形固定資産合計 10,270,772 10,202,054

無形固定資産

無形固定資産合計 307,898 243,786

投資その他の資産

投資有価証券 8,742,839 8,038,255

繰延税金資産 116 131

その他 265,998 231,146

貸倒引当金 △67,790 △65,022

投資その他の資産合計 8,941,163 8,204,511

固定資産合計 19,519,834 18,650,352

資産合計 38,983,417 40,013,355

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 1,089,009 1,225,807

短期借入金 2,232,944 1,464,992

未払法人税等 157,034 253,015

役員賞与引当金 3,750 18,034

その他 886,541 988,710

流動負債合計 4,369,279 3,950,558

固定負債

長期借入金 234,218 1,904,186

繰延税金負債 2,227,180 2,016,264

退職給付に係る負債 21,938 16,863

その他 235,669 217,049

固定負債合計 2,719,006 4,154,363

負債合計 7,088,285 8,104,921

純資産の部

株主資本

資本金 2,805,266 2,805,266

資本剰余金 2,811,070 2,811,070

利益剰余金 23,646,365 24,152,253

自己株式 △2,125,084 △2,125,084

株主資本合計 27,137,618 27,643,505

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,728,591 4,238,577

その他の包括利益累計額合計 4,728,591 4,238,577

非支配株主持分 28,922 26,351

純資産合計 31,895,132 31,908,433

負債純資産合計 38,983,417 40,013,355
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自　2020年１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 21,870,638 22,700,018

売上原価 17,487,227 17,965,614

売上総利益 4,383,411 4,734,404

販売費及び一般管理費 3,647,027 3,769,488

営業利益 736,383 964,915

営業外収益

受取利息 1,539 1,140

受取配当金 178,361 187,065

固定資産賃貸料 19,673 22,460

その他 64,928 46,086

営業外収益合計 264,503 256,752

営業外費用

支払利息 17,846 16,899

その他 5,260 8,027

営業外費用合計 23,106 24,926

経常利益 977,780 1,196,741

特別利益

固定資産売却益 246 5,196

受取保険金 － 14,601

補助金収入 20,797 －

特別利益合計 21,044 19,797

特別損失

固定資産除却損 1,386 3,166

減損損失 61,541 870

投資有価証券評価損 133,667 334

損害賠償金 13,907 －

特別損失合計 210,502 4,370

税金等調整前当期純利益 788,322 1,212,168

法人税、住民税及び事業税 282,056 379,319

法人税等調整額 △18,416 3,705

法人税等合計 263,639 383,024

当期純利益 524,682 829,143

非支配株主に帰属する当期純損失（△） △3,242 △2,570

親会社株主に帰属する当期純利益 527,924 831,714

（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１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 524,682 829,143

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △882,394 △490,014

その他の包括利益合計 △882,394 △490,014

包括利益 △357,711 339,128

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △354,469 341,699

非支配株主に係る包括利益 △3,242 △2,570

（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 2,805,266 2,811,070 23,444,269 △2,124,974 26,935,632

当期変動額

剰余金の配当 △325,828 △325,828

親会社株主に帰属する当期
純利益

527,924 527,924

自己株式の取得 △110 △110

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － － 202,096 △110 201,985

当期末残高 2,805,266 2,811,070 23,646,365 △2,125,084 27,137,618

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

その他の包括利益累
計額合計

当期首残高 5,610,986 5,610,986 32,164 32,578,782

当期変動額

剰余金の配当 △325,828

親会社株主に帰属する当期
純利益

527,924

自己株式の取得 △110

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△882,394 △882,394 △3,242 △885,636

当期変動額合計 △882,394 △882,394 △3,242 △683,650

当期末残高 4,728,591 4,728,591 28,922 31,895,132

（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　2020年１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 2,805,266 2,811,070 23,646,365 △2,125,084 27,137,618

当期変動額

剰余金の配当 △325,827 △325,827

親会社株主に帰属する当期
純利益

831,714 831,714

自己株式の取得

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － － 505,887 － 505,887

当期末残高 2,805,266 2,811,070 24,152,253 △2,125,084 27,643,505

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

その他の包括利益累
計額合計

当期首残高 4,728,591 4,728,591 28,922 31,895,132

当期変動額

剰余金の配当 △325,827

親会社株主に帰属する当期
純利益

831,714

自己株式の取得

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△490,014 △490,014 △2,570 △492,585

当期変動額合計 △490,014 △490,014 △2,570 13,301

当期末残高 4,238,577 4,238,577 26,351 31,908,433

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１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 788,322 1,212,168

減価償却費 705,252 696,849

減損損失 61,541 870

のれん償却額 16,019 17,618

貸倒引当金の増減額（△は減少） △84 △2,706

受取利息及び受取配当金 △179,900 △188,205

受取保険金 － △14,601

損害賠償損失 13,907 －

支払利息 17,846 16,899

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18,278 14,284

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △2,535 △5,074

売上債権の増減額（△は増加） △26,580 △131,471

たな卸資産の増減額（△は増加） △133,270 △112,621

仕入債務の増減額（△は減少） △11,311 136,797

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,140 △2,029

投資有価証券評価損益（△は益） 133,667 334

その他 △123,052 185,335

小計 1,242,682 1,824,445

利息及び配当金の受取額 179,745 188,205

利息の支払額 △18,188 △16,309

保険金の受取額 － 14,601

災害損失の支払額 △25,431 －

損害賠償金の支払額 △11,669 △2,237

法人税等の支払額 △311,802 △231,933

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,055,335 1,776,772

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 △51,217 △52,417

定期預金の払戻による収入 39,415 50,617

有形固定資産の取得による支出 △436,924 △558,007

有形固定資産の売却による収入 647 13,626

無形固定資産の取得による支出 △7,434 △2,764

投資有価証券の取得による支出 △349,364 △401

投資有価証券の償還による収入 50,000 －

事業譲受による支出 △1,202,095 －

その他 △1,341 526

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,958,315 △548,820

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 6,000 6,000

短期借入金の返済による支出 △7,000 △6,000

リース債務の返済による支出 △63,370 △64,254

長期借入れによる収入 100,000 2,303,500

長期借入金の返済による支出 △541,944 △1,401,484

自己株式の取得による支出 △110 －

配当金の支払額 △325,781 △325,934

財務活動によるキャッシュ・フロー △832,205 511,827

現金及び現金同等物に係る換算差額 13 519

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,735,172 1,740,299

現金及び現金同等物の期首残高 12,074,095 10,338,923

現金及び現金同等物の期末残高 10,338,923 12,079,222

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

- 10 -

鳥越製粉(株)(2009)2021年12月期決算短信



（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。

（単位：千円）

外部顧客への売上高

食料品

製粉 9,215,769

食品 6,997,328

精麦 4,866,839

飼料 747,044

その他 43,658

合計 21,870,638

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

　当社グループは単一セグメントのため、記載を省略しております。

ｂ．関連情報

前連結会計年度（自　2020年１月１日　至　2020年12月31日）

(1）製品及びサービスごとの情報

(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

　本邦以外に所在している有形固定資産が存在しないため、該当事項はありません。

(3）主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先はないため、記載を省

略しております。
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（単位：千円）

外部顧客への売上高

食料品

製粉 9,238,263

食品 7,214,110

精麦 4,975,284

飼料 1,218,355

その他 54,006

合計 22,700,018

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

(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

　本邦以外に所在している有形固定資産が存在しないため、該当事項はありません。

(3）主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先はないため、記載を省

略しております。

前連結会計年度
（自　2020年１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 1,369円21銭

１株当たり当期純利益金額 22円68銭
　

１株当たり純資産額 1,369円90銭

１株当たり当期純利益金額 35円74銭
　

前連結会計年度
（自　2020年１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 （千円） 527,924 831,714

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） 527,924 831,714

期中平均株式数 （株） 23,273,433 23,273,365

（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次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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（単位：千円）

前事業年度
(2020年12月31日)

当事業年度
(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,833,541 8,896,188

受取手形 358,621 363,090

売掛金 2,504,733 2,596,167

有価証券 2,961,500 2,261,500

商品及び製品 1,031,187 1,158,280

原材料及び貯蔵品 3,480,248 3,481,965

前払費用 54,258 58,628

輸出見返原料差金 38,208 17,661

その他 313,234 374,857

貸倒引当金 △2,342 △2,455

流動資産合計 17,573,190 19,205,884

固定資産

有形固定資産

建物 1,206,898 1,271,471

構築物 225,361 211,206

機械及び装置 1,291,418 1,181,941

車両運搬具 0 0

工具、器具及び備品 93,334 83,979

土地 5,224,082 5,223,212

リース資産 16,210 11,775

建設仮勘定 356 1,800

有形固定資産合計 8,057,661 7,985,388

無形固定資産

ソフトウエア 59,306 14,414

電話加入権 6,449 6,449

無形固定資産合計 65,755 20,864

投資その他の資産

投資有価証券 8,742,739 8,038,155

関係会社株式 2,104,074 2,207,936

出資金 18,721 18,817

長期貸付金 1,301,438 1,297,114

破産更生債権等 1,425 1,415

長期前払費用 121,327 90,382

会員権 68,245 68,245

その他 13,682 13,291

貸倒引当金 △51,525 △51,515

投資その他の資産合計 12,320,129 11,683,842

固定資産合計 20,443,547 19,690,095

資産合計 38,016,737 38,895,980

４．個別財務諸表

（１）貸借対照表
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（単位：千円）

前事業年度
(2020年12月31日)

当事業年度
(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 918,607 976,131

短期借入金 942,000 942,000

１年内返済予定の長期借入金 1,250,000 484,000

リース債務 10,887 6,459

未払金 85,128 113,949

未払費用 392,678 444,453

未払法人税等 148,628 216,688

未払消費税等 73,781 78,466

預り金 52,820 57,460

役員賞与引当金 400 13,709

その他 26,370 26,795

流動負債合計 3,901,301 3,360,115

固定負債

長期借入金 100,000 1,798,000

リース債務 7,355 7,028

長期未払金 21,880 21,880

繰延税金負債 2,109,062 1,889,631

退職給付引当金 6,955 1,597

その他 114,271 124,507

固定負債合計 2,359,524 3,842,645

負債合計 6,260,825 7,202,760

純資産の部

株主資本

資本金 2,805,266 2,805,266

資本剰余金

資本準備金 701,755 701,755

その他資本剰余金 2,080,274 2,080,274

資本剰余金合計 2,782,030 2,782,030

利益剰余金

その他利益剰余金

配当準備積立金 2,740,000 2,740,000

固定資産圧縮積立金 176 131

別途積立金 19,750,000 19,750,000

繰越利益剰余金 1,074,930 1,502,298

利益剰余金合計 23,565,107 23,992,429

自己株式 △2,125,084 △2,125,084

株主資本合計 27,027,320 27,454,642

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,728,591 4,238,577

評価・換算差額等合計 4,728,591 4,238,577

純資産合計 31,755,912 31,693,219

負債純資産合計 38,016,737 38,895,980
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（単位：千円）

前事業年度
(自　2020年１月１日
　至　2020年12月31日)

当事業年度
(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

売上高 18,182,656 18,247,567

売上原価 14,377,901 14,266,912

売上総利益 3,804,754 3,980,654

販売費及び一般管理費 3,022,077 3,146,485

営業利益 782,677 834,169

営業外収益

受取利息 5,119 5,567

有価証券利息 965 714

受取配当金 178,357 187,061

固定資産賃貸料 19,577 22,257

その他 43,628 40,696

営業外収益合計 247,647 256,296

営業外費用

支払利息 15,907 15,245

その他 3,690 6,862

営業外費用合計 19,598 22,107

経常利益 1,010,726 1,068,358

特別利益

固定資産売却益 － 4,246

受取保険金 － 14,601

特別利益合計 － 18,847

特別損失

固定資産除却損 1,266 3,146

減損損失 61,541 870

投資有価証券評価損 133,667 334

損害賠償金 13,907 －

特別損失合計 210,382 4,350

税引前当期純利益 800,343 1,082,855

法人税、住民税及び事業税 264,800 334,500

法人税等調整額 △27,010 △4,793

法人税等合計 237,789 329,706

当期純利益 562,553 753,149

（２）損益計算書
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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

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金
合計配当準備積

立金
固定資産圧
縮積立金

別途積立金
繰越利益剰
余金

当期首残高 2,805,266 701,755 2,080,274 2,782,030 2,740,000 221 18,950,000 1,638,160 23,328,382

当期変動額

剰余金の配当 △325,828 △325,828

別途積立金の積立 800,000 △800,000 －

固定資産圧縮積立
金の取崩

△45 45 －

当期純利益 562,553 562,553

自己株式の取得

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

当期変動額合計 － － － － － △45 800,000 △563,229 236,725

当期末残高 2,805,266 701,755 2,080,274 2,782,030 2,740,000 176 19,750,000 1,074,930 23,565,107

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計

自己株式 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

当期首残高 △2,124,974 26,790,705 5,610,986 5,610,986 32,401,691

当期変動額

剰余金の配当 △325,828 △325,828

別途積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立
金の取崩

－ －

当期純利益 562,553 562,553

自己株式の取得 △110 △110 △110

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

△882,394 △882,394 △882,394

当期変動額合計 △110 236,614 △882,394 △882,394 △645,779

当期末残高 △2,125,084 27,027,320 4,728,591 4,728,591 31,755,912

（３）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　2020年１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

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金
合計配当準備積

立金
固定資産圧
縮積立金

別途積立金
繰越利益剰
余金

当期首残高 2,805,266 701,755 2,080,274 2,782,030 2,740,000 176 19,750,000 1,074,930 23,565,107

当期変動額

剰余金の配当 △325,827 △325,827

別途積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立
金の取崩

△45 45 －

当期純利益 753,149 753,149

自己株式の取得

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

当期変動額合計 － － － － － △45 － 427,367 427,322

当期末残高 2,805,266 701,755 2,080,274 2,782,030 2,740,000 131 19,750,000 1,502,298 23,992,429

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計

自己株式 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

当期首残高 △2,125,084 27,027,320 4,728,591 4,728,591 31,755,912

当期変動額

剰余金の配当 △325,827 △325,827

別途積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立
金の取崩

－ －

当期純利益 753,149 753,149

自己株式の取得 － － －

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

△490,014 △490,014 △490,014

当期変動額合計 － 427,322 △490,014 △490,014 △62,692

当期末残高 △2,125,084 27,454,642 4,238,577 4,238,577 31,693,219

当事業年度（自　2021年１月１日　至　2021年12月31日）
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５．役員の異動

　2021年12月17日付で開示済の「役員の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以　　上
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