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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 18,663 △4.6 323 △9.4 536 6.8 403 22.9

2020年12月期 19,564 10.9 357 117.6 501 74.7 328 107.7

（注）包括利益 2021年12月期 451百万円 （35.2％） 2020年12月期 333百万円（76.5％）

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12月期 29.12 29.11 6.5 3.9 1.7

2020年12月期 23.72 － 5.5 4.1 1.8

（参考）持分法投資損益 2021年12月期 218百万円 2020年12月期 147百万円

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 14,201 6,837 45.1 462.18

2020年12月期 13,374 6,461 45.3 437.87

（参考）自己資本 2021年12月期 6,401百万円 2020年12月期 6,060百万円

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 2,752 △437 △135 4,476

2020年12月期 △1,733 △320 2,213 2,296

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 － 5.00 5.00 69 21.1 1.2

2021年12月期 － － － 5.00 5.00 69 17.2 1.1

2022年12月期
（予想）

－ － － 5.00 5.00 30.2

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

（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



（％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） 8,702 △16.4 107 △61.5 192 △50.5 134 △51.8 9.72

通期 16,034 △14.1 203 △37.2 345 △35.5 229 △43.2 16.54

（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 13,851,400株 2020年12月期 13,841,400株

②  期末自己株式数 2021年12月期 －株 2020年12月期 －株

③  期中平均株式数 2021年12月期 13,850,441株 2020年12月期 13,841,400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 11,378 △9.5 68 △54.9 150 △32.8 124 △23.9

2020年12月期 12,568 29.3 152 354.3 223 188.2 163 268.4

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 8.97 8.97

2020年12月期 11.80 －

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 11,612 5,045 43.4 364.19

2020年12月期 11,085 4,987 45.0 360.27

（参考）自己資本 2021年12月期 5,044百万円 2020年12月期 4,986百万円

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）

※  注記事項

新規　－社　（社名）－、除外　－　（社名）－

（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
１．2021年12月期の個別業績（2021年1月1日～2021年12月31日）

（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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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及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Ｐ．３「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

　当連結連結会計年度におけるわが国を含む世界経済は、国内では新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣

言の発令等の経済活動への制約があったものの、ワクチン接種が進む中、新規感染者数が抑えられたこと等により経

済の持ち直しの動きがみられました。

世界においても新型コロナウイルス感染症の新規感染者が増加している地域があるものの、全体的には経済の持ち直

しの動きが見られました。しかしながら新型コロナウイルスの新たな変異株による感染再拡大、半導体などの供給不

足等によるサプライチェーンへの影響などにより、2021年後半にかけて世界経済の成長率は鈍化し、先行きは不透明

な状況です。

　また、中古車業界におきましては、2021年１月から2021年12月までの国内中古車登録台数は3,728,751台（前年同

期比2.7%減）と前年を下回る結果となりました。(出典：一般社団法人日本自動車販売協会連合会統計データ）中古

車輸出業界におきましては、2021年１月から2021年12月までの中古車輸出台数は1,026,211台（前年同期比3.3％減）

と前年を下回る結果となりました。(出典：財務省貿易統計）

　このような状況の中、当社グループは、従来と同様、自動車市場の拡大が見込まれる東南アジア諸国等を中心に、

多国間の貿易ルートを確保、高付加価値化を図ることにより自動車市場の流通の活性化と収益拡大に努めてまいりま

した。

　上記の結果、当連結会計年度の業績は、１月から４月にかけて東南アジア諸国の税制特別政策・景気刺激政策によ

り売上増となりました。5月から９月頃までは、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、海外取引先の諸外国がロック

ダウンとなり一時的に売上が減少しましたが、10月以降はロックダウン解除により自動車市場が回復し売上増となり

ました。

　国内においては、新車生産台数の減少により、流通相場が上昇し業者向け販売とオークション販売の利益率が増加

いたしました。

　この結果、売上高は18,663百万円（前年同期比4.6％減）となりました。また販売費及び一般管理費等のコスト削

減を実施したことから営業利益は323百万円（前年同期比9.4％減）となりました。

　営業外収益においては、持分法による投資利益218百万円を計上したことから経常利益は、536百万円（前年同期比

6.8％増）となりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益は403百万円（前年同期比22.9％増）となりまし

た。

なお、当社グループは、自動車販売関連事業の単一セグメントとしております。これに伴い、以下の各項目において

は、セグメント別の記載を省略しております。

（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、前連結会計年度末（2020年12月末）と比較して826百万円増加して14,201百

万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加によるものであります。

　負債は、前連結会計年度末と比較して451百万円増加して7,363百万円となりました。これは主に、長期借入金の増

加によるものであります。

　純資産は、前連結会計年度末と比較して、375百万円増加して6,837百万円となり、自己資本比率は45.1%となりま

した。これは主に、利益剰余金の増加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

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末（2020年12月末）と比べて2,180百万円増加

し、4,476百万円となりました。

　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以下のとおりであります。

（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550百万円、売上債権の減少額356百万円、棚卸資産の減少額1,251百万円、前受金の増加

額589百万円などがあったことなどから、2,752百万円の収入（前期は1,733百万円の支出）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　貸付けによる支出407百万円、有形固定資産の取得による支出26百万円などがあったことから、437百万円の支出

（前期は320百万円の支出）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　長期借入による収入1,920百万円があったものの、短期借入金の減少額900百万円、長期借入金の返済による支出

1,079百万円などにより、135百万円の支出（前期は2,213百万円の収入）となりました。
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2020年12月期 2021年12月期

自己資本比率 45.3％ 45.1％

時価ベースの自己資本比率 28.4％ 22.7％

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 － 2.1倍

インタレスト・カバレッジ・レシオ － 64.4倍

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

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／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

（注1）いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

（注2）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。

（注3）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。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。

（４）今後の見通し

　次期の見通しにつきましては、新型コロナウイルスの変異株による感染再拡大の沈静化の目途は立っておりません

が、外出制限、経済活動制限が緩和傾向であることから景気は次第に回復に向かうことが期待されるものの、企業活

動や個人の消費活動の様式が変化するなかで、国内外の経済環境は先行き不透明な状況が続くと思われます。

　このような経済環境の中、引き続き東南アジアを中心に中古車輸出事業の販路拡大、当社と連結子会社であるアッ

プルオートネットワーク株式会社の両社のシナジー効果を加速させ、グローバル化とIT化を目標に当社グループ全体

の企業価値の向上と持続的成長を果たしていくよう努めてまいります。

　次期の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症の影響が予測できない為、売上高16,034百万円、営業利

益203百万円、経常利益345百万円、親会社株主に帰属する当期純利益229百万円を見込んでおります。

　なお、業績予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでお

ります。実際の業績は、業況等の変化により、当該数値と異なることがあります。

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国内の同業他社との比較可能性を考慮し、会計基準につきまし

ては日本基準を適用しております。
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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 2,383,051 4,582,657

売掛金 5,621,598 5,264,948

商品及び製品 3,059,443 1,782,995

原材料及び貯蔵品 980 2,070

前渡金 20,100 31,995

その他 677,751 377,378

貸倒引当金 △324,377 △280,708

流動資産合計 11,438,547 11,761,336

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 182,640 159,923

機械装置及び運搬具（純額） 85,695 77,694

工具、器具及び備品（純額） 27,085 4,761

土地 650,473 650,473

建設仮勘定 70,000 －

有形固定資産合計 1,015,895 892,853

無形固定資産 43,322 35,979

投資その他の資産

投資有価証券 535,876 711,952

長期貸付金 142,268 604,432

長期営業債権 540,927 537,799

長期滞留債権 459,086 452,406

繰延税金資産 79,571 87,773

その他 76,187 78,721

貸倒引当金 △957,240 △961,890

投資その他の資産合計 876,676 1,511,196

固定資産合計 1,935,894 2,440,029

資産合計 13,374,441 14,201,366

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 124,524 92,155

短期借入金 3,410,000 2,510,000

１年内返済予定の長期借入金 793,990 939,582

未払金 89,686 55,847

預り金 175,175 169,717

未払法人税等 90,470 65,797

関係会社事業損失引当金 16,652 －

その他 214,018 800,374

流動負債合計 4,914,516 4,633,473

固定負債

長期借入金 1,715,936 2,410,952

役員退職慰労引当金 21,229 26,579

退職給付に係る負債 4,598 5,548

資産除去債務 52,000 52,102

その他 204,412 235,083

固定負債合計 1,998,176 2,730,265

負債合計 6,912,692 7,363,738

純資産の部

株主資本

資本金 4,322,443 4,323,845

資本剰余金 366,477 367,879

利益剰余金 1,352,970 1,687,127

株主資本合計 6,041,891 6,378,852

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 18,821 23,044

その他の包括利益累計額合計 18,821 23,044

新株予約権 600 576

非支配株主持分 400,435 435,155

純資産合計 6,461,749 6,837,627

負債純資産合計 13,374,441 14,201,366
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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 19,564,774 18,663,977

売上原価 17,485,458 16,707,176

売上総利益 2,079,315 1,956,800

販売費及び一般管理費 1,722,278 1,633,261

営業利益 357,037 323,538

営業外収益

受取利息 893 2,966

受取保証料 34,300 3,154

受取配当金 5,335 3,052

持分法による投資利益 147,617 218,760

その他 34,859 38,515

営業外収益合計 223,005 266,449

営業外費用

支払利息 38,330 43,026

貸倒引当金繰入額 3,900 －

為替差損 19,592 4,541

その他 16,307 6,294

営業外費用合計 78,131 53,862

経常利益 501,911 536,125

特別利益

固定資産売却益 － 193

関係会社事業損失引当金戻入額 － 16,512

特別利益合計 － 16,705

特別損失

固定資産除却損 53 －

関係会社株式評価損 17,895 2,072

関係会社事業損失引当金繰入額 9,068 －

その他 － 0

特別損失合計 27,017 2,072

税金等調整前当期純利益 474,894 550,759

法人税、住民税及び事業税 108,493 110,246

法人税等調整額 2,169 △6,749

法人税等合計 110,662 103,497

当期純利益 364,231 447,262

非支配株主に帰属する当期純利益 35,895 43,898

親会社株主に帰属する当期純利益 328,336 403,363

（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 364,231 447,262

その他の包括利益

持分法適用会社に対する持分相当額 △30,351 4,222

その他の包括利益合計 △30,351 4,222

包括利益 333,880 451,484

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 297,985 407,586

非支配株主に係る包括利益 35,895 43,898

（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 株主資本合計

当期首残高 4,322,443 366,477 1,052,316 5,741,237

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使）

親会社株主に帰属する当期純利益 328,336 328,336

剰余金の配当 △27,682 △27,682

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計 - - 300,653 300,653

当期末残高 4,322,443 366,477 1,352,970 6,041,891

その他の包括利益累計額
新株予約権 非支配株主持分 純資産合計

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 49,173 49,173 600 372,885 6,163,896

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使）

親会社株主に帰属する当期純利益 328,336

剰余金の配当 △27,682

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30,351 △30,351 - 27,550 △2,801

当期変動額合計 △30,351 △30,351 - 27,550 297,852

当期末残高 18,821 18,821 600 400,435 6,461,749

（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 株主資本合計

当期首残高 4,322,443 366,477 1,352,970 6,041,891

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 1,402 1,402 2,804

親会社株主に帰属する当期純利益 403,363 403,363

剰余金の配当 △69,207 △69,207

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計 1,402 1,402 334,156 336,960

当期末残高 4,323,845 367,879 1,687,127 6,378,852

その他の包括利益累計額
新株予約権 非支配株主持分 純資産合計

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 18,821 18,821 600 400,435 6,461,749

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 2,804

親会社株主に帰属する当期純利益 403,363

剰余金の配当 △69,207

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,222 4,222 △24 34,719 38,917

当期変動額合計 4,222 4,222 △24 34,719 375,878

当期末残高 23,044 23,044 576 435,155 6,837,627

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 474,894 550,759

減価償却費 97,301 81,575

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,694 △37,537

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 624 949

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） 2,124 △16,652

受取利息及び受取配当金 △6,228 △6,018

支払利息 38,330 43,026

為替差損益（△は益） 1,207 △9,150

関係会社株式評価損 17,895 2,072

持分法による投資損益（△は益） △147,617 △218,760

売上債権の増減額（△は増加） △1,691,890 356,650

棚卸資産の増減額（△は増加） △436,627 1,251,534

前渡金の増減額（△は増加） 160,983 △11,895

未収入金の増減額（△は増加） △225,589 253,088

仕入債務の増減額（△は減少） 43,259 △32,368

未払金の増減額（△は減少） △8,102 △14,539

前受金の増減額（△は減少） △10,209 589,928

その他 16,849 86,172

小計 △1,679,490 2,868,835

利息及び配当金の受取額 50,091 61,730

利息の支払額 △38,418 △42,737

法人税等の支払額 △68,891 △134,919

法人税等の還付額 2,846 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,733,862 2,752,908

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 6,000 －

定期預金の預入による支出 △1,628 －

有価証券の売却による収入 5,040 －

関係会社株式の取得による支出 △191,450 △11,020

有形固定資産の取得による支出 △133,880 △26,817

有形固定資産の売却による収入 2,874 15,334

無形固定資産の取得による支出 △13,740 △7,988

貸付けによる支出 － △407,750

貸付金の回収による収入 6,050 892

その他 △182 △109

投資活動によるキャッシュ・フロー △320,915 △437,459

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） 2,410,000 △900,000

長期借入れによる収入 1,040,000 1,920,000

長期借入金の返済による支出 △1,200,220 △1,079,392

配当金の支払額 △27,600 △69,412

その他 △8,345 △6,399

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,213,834 △135,204

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 -

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 159,056 2,180,245

現金及び現金同等物の期首残高 2,137,567 2,296,623

現金及び現金同等物の期末残高 2,296,623 4,476,869

（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。

（連結の範囲の重要な変更）

該当事項はありません。

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う会計上の見積りについて）

　新型コロナウイルス感染症の拡大は、日本国内のみならず海外においても経済や企業活動に影響を与え、今後の完

全な収束時期を予想することは困難な状況にありますが、当社グループの業績に与える影響につきましては、一時的

な影響はあるものの徐々に持ち直すと仮定し、会計上の見積りを行っております。

　なお、当該見積りは現時点での入手可能な情報によるものでありますが、今後の状況の推移により、当社グループ

の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。

日本 タイ王国 マレーシア その他 合計

8,272,179 8,416,595 2,390,203 485,797 19,564,774

顧客の名称 売上高

PHB AUTO IMPORT 3,139,050

TEDDY AUTO SALES CO.,LTD 2,580,700

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは自動車販売関連事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。

【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

　単一の製品・サービスの区分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．地域ごとの情報

(1）売上高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2）有形固定資産

　国内に所在している有形固定資産の額が連結貸借対照表の有形固定資産の額の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）

（注）当社グループは、単一セグメントであるため、セグメントごとに記載していません。
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日本 タイ王国 マレーシア その他 合計

8,647,605 7,526,130 1,915,389 574,852 18,663,977

顧客の名称 売上高

TEDDY AUTO SALES CO.,LTD 2,842,018

USS東京 2,316,363

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

　単一の製品・サービスの区分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．地域ごとの情報

(1）売上高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2）有形固定資産

　国内に所在している有形固定資産の額が連結貸借対照表の有形固定資産の額の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）

（注）当社グループは、単一セグメントであるため、セグメントごとに記載していません。

【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１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１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１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。
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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 437円87銭 462円18銭

１株当たり当期純利益 23円72銭 29円12銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 － 29円11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）

１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 328,336 403,363

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）
328,336 403,363

普通株式の期中平均株式数（株） 13,841,400 13,850,441

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益調整額

（千円）
－ 403,186

普通株式増加数（株） － 5,215

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式で、前連結会計年度末から重

要な変動があったものの概要

－ －

（１株当たり情報）

（注）（１）前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存

　　　　　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及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（注）前連結会計年度潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載し

　　ておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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