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（百万円未満切捨て）

（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 ％

2022年３月期 10,347 2.4 1,220 19.5 1,212 20.5 809 21.3
2021年３月期 10,106 △0.4 1,021 4.9 1,006 5.5 666 8.9

（注）包括利益 2022年３月期 832百万円 （15.4％） 2021年３月期 721百万円 （25.8％）

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 ％ ％ ％
2022年３月期 1,689.82 － 12.9 10.1 11.8

2021年３月期 1,392.83 － 11.8 8.6 10.1

（参考）持分法投資損益 2022年３月期 －百万円 2021年３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
2022年３月期 12,177 6,611 54.3 13,811.45
2021年３月期 11,842 5,933 50.1 12,392.15

（参考）自己資本 2022年３月期 6,611百万円 2021年３月期 5,933百万円

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
2022年３月期 1,421 △35 △701 4,321
2021年３月期 1,350 △96 △856 3,637

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 ％ ％

2021年３月期 － 0.00 － 320.00 320.00 153 23.0 2.7

2022年３月期 － 0.00 － 340.00 340.00 162 20.1 2.6

2023年３月期（予想） － 0.00 － 340.00 340.00 25.2

（％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） 4,753 △9.2 385 △32.5 381 △32.4 250 △32.5 522.25

通期 10,100 △2.4 982 △19.5 976 △19.5 646 △20.1 1,349.49

１．2022年３月期の連結業績（2021年４月１日～2022年３月31日）

（注）「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）等を当連結会計年度の期首から適用して
おり、2022年３月期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

（２）連結財政状態

（注）「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）等を当連結会計年度の期首から適用して
おり、2022年３月期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

（３）連結キャッシュ・フローの状況

２．配当の状況

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年３月期 500,000株 2021年３月期 500,000株

②  期末自己株式数 2022年３月期 21,302株 2021年３月期 21,223株
③  期中平均株式数 2022年３月期 478,751株 2021年３月期 478,777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 ％
2022年３月期 10,339 2.4 1,166 19.0 1,169 19.8 781 20.8
2021年３月期 10,100 △0.4 980 5.1 975 5.5 647 9.0

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
2022年３月期 1,632.56 －
2021年３月期 1,351.74 －

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
2022年３月期 11,563 6,375 55.1 13,317.42
2021年３月期 11,297 5,716 50.6 11,938.98

（参考）自己資本 2022年３月期 6,375百万円 2021年３月期 5,716百万円

※  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

新規  －社  （社名）　　　　　　　　、除外  －社  （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
①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更：有
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
（注）詳細は、添付資料Ｐ.13「３．連結財務諸表及び主な注記（５）連結財務諸表に関する注記事項（会計方針

の変更）」をご覧ください。

（３）発行済株式数（普通株式）

（参考）個別業績の概要
１．2022年３月期の個別業績（2021年４月１日～2022年３月31日）

（注）「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）等を当事業年度の期首から適用してお
り、2022年３月期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

（２）個別財政状態

（注）「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）等を当事業年度の期首から適用してお
り、2022年３月期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

※  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にご利用に当たっての注意事項等については、添付資料５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。
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前連結会計年度 当連結会計年度 増減 要因

現金及び預金 3,637百万円 4,321百万円 683百万円 ※１

商品及び製品 1,044百万円 1,146百万円 102百万円 ※２

前連結会計年度 当連結会計年度 増減 要因

有形固定資産 3,797百万円 3,526百万円 △271百万円 ※１

投資有価証券 194百万円 226百万円 32百万円 ※２

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のワクチン接種が進みましたが、感染者数は

増減を繰り返し収束の目途は見えず、加えて新たな変異株も確認され不透明な状況が続いております。また、多く

の原材料が高騰し仕入価格が値上がりしており、ウクライナ情勢や円安により更なる価格高騰が進みそうな状況と

なっております。

当社グループが関連する工事用保安用品業界におきましては、国土強靭化計画等の公共工事、大規模更新工事に

より底堅く推移しており、民間工事にも回復基調は見られますが、依然厳しい状況が続いております。

また、当連結会計年度における新型コロナウイルス感染症による業績への影響は引き続き軽微でありました。

一方、当業界も原材料の高騰による仕入価格の上昇が続き、価格競争も厳しさを増しており、経営環境は不透明

な状況であります。

この様な状況下、提案型営業と新商品の積極的な取り入れ、ユーザーの要望に応えるべく迅速な商品供給ができ

るよう努力してまいりました。また、新型コロナウイルスの影響を 小限に抑えられるよう迅速に情報を入手し対

応を考え行動してまいりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は10,347百万円（前年同期比2.4％増）となりました。利益面につきまして

は、営業利益が1,220百万円（前年同期比19.5％増）、経常利益は1,212百万円（前年同期比20.5％増）、親会社株

主に帰属する当期純利益につきましては、809百万円（前年同期比21.3％増）となりました。

なお、「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）等を当連結会計年度の期首から適

用しております。

商品の品目別売上高の内訳につきましては、標識・標示板1,590百万円（前年同期比2.3％減）、安全機材565百万

円（前年同期比1.8％減）、保安警告サイン612百万円（前年同期比1.5％減）、安全防災用品846百万円（前年同期

比3.7％減）、その他1,152百万円（前年同期比7.4％増）であります。また、レンタル売上高につきましては5,580

百万円（前年同期比4.7％増）となりました。

(２）当期の財政状態の概況

　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、前連結会計年度末に比べ334百万円増加し12,177百万円となりました。各資産、

負債及び純資産の要因は次のとおりです。

（流動資産）

　当連結会計年度末における流動資産は8,093百万円（前連結会計年度末7,518百万円）となり、574百万円の増加

となりました。

　この主な要因は次のとおりです。

※１ 連結キャッシュ・フロー計算書をご参照ください。

※２ 当連結会計年度の仕入高の増加によるものであります。

（固定資産）

　当連結会計年度末における固定資産は4,084百万円（前連結会計年度末4,324百万円）となり、239百万円の減少

となりました。

　この主な要因は次のとおりです。

※１ 主に、レンタル資産及びリース資産の減少によるものであります。

※２ 投資有価証券の時価の上昇によるものであります。
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前連結会計年度 当連結会計年度 増減 要因

支払手形及び買掛金 1,057百万円 944百万円 △112百万円 ※１

１年内返済予定の長期借入金 793百万円 203百万円 △590百万円 ※２

リース債務 381百万円 398百万円 17百万円 ※３

前連結会計年度 当連結会計年度 増減 要因

長期借入金 445百万円 932百万円 486百万円 ※１

リース債務 507百万円 340百万円 △166百万円 ※２

前連結会計年度 当連結会計年度 増減 要因

利益剰余金 5,331百万円 5,988百万円 656百万円 ※１

その他有価証券評価差額金 75百万円 107百万円 31百万円 ※２

（流動負債）

　当連結会計年度末における流動負債は3,773百万円（前連結会計年度末4,448百万円）となり、675百万円の減少

となりました。

　この主な要因は次のとおりです。

※１ 販売売上の減少によるものであります。

※２ 返済期日による流動負債への振替の減少によるものであります。

※３ 返済期日による流動負債への振替の増加によるものであります。

（固定負債）

　当連結会計年度末における固定負債は1,793百万円（前連結会計年度末1,461百万円）となり、331百万円の増加

となりました。

　この主な要因は次のとおりです。

※１ 返済期日による流動負債への振替の減少によるものであります。

※２ 返済期日による流動負債への振替の増加とリース契約の減少によるものであります。

 （純資産）

　当連結会計年度末における純資産は6,611百万円（前連結会計年度末5,933百万円）となり、678百万円の増加と

なりました。

　この主な要因は次のとおりです。

※１ 親会社株主に帰属する当期純利益と配当によるものであります。

※２ 投資有価証券の時価の上昇によるものであります。
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第61期

2018年3月期

第62期

2019年3月期

第63期

2020年3月期

第64期

2021年3月期

第65期

2022年3月期

自己資本比率（％） 43.1 45.0 46.7 50.1 54.3

時価ベースの自己資本比率（％） 30.9 35.1 30.9 36.3 33.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比

率（年）
5.8 5.6 3.8 2.8 2.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
21.1 21.4 33.0 43.9 48.5

(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連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末より

683百万円増加いたしました。

　各キャッシュ・フローの状況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）

　当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、1,421百万円の収入（前連結会計年度は1,350百万円

の収入）となりました。

　この内訳の主なものは、収入では税金等調整前当期純利益1,213百万円、減価償却費841百万円によるものであ

り、支出ではレンタル資産取得による支出234百万円、法人税等の支払額367百万円であります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、35百万円の支出（前連結会計年度は96百万円の支

出）となりました。

　この内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出28百万円、無形固定資産の取得による支出10百万円で

あります。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、701百万円の支出（前連結会計年度は856百万円の支

出）となりました。

　この内訳の主なものは、借入金の減少103百万円、配当金の支払額153百万円、リース債務の返済による支出

444百万円であります。

　なお、当企業集団のキャッシュ・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

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。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。
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(４）今後の見通し

今後のわが国経済は、新型コロナウイルスのワクチン接種が進み収束に向かうことを期待しますが、当面、感染

者数の増減が繰り返され早期の収束は難しいと思われます。また、ウクライナ情勢や円安、原油や天然ガスの高騰

等のマイナス要素が数多くあり不透明な状況が続くと思われます。

当社グループが関連する工事用保安用品業界におきましては、引き続き公共工事は堅調に推移すると推測されま

すが、民間工事は厳しくなると思われます。

また、原材料の高騰による仕入価格への影響は更に拡大していき、加えて価格競争も激化し厳しい状況が続くと

予想されます。

この様な状況の中、当社グループは防災・減災・国土強靭化計画等の工事、大規模更新工事を確実により多く受

注できるように努力し、顧客ニーズを取り入れた商品開発を随時行い、提案型営業を推進してまいります。加え

て、仕入価格高騰の抑制、効率的なレンタル投入を実施していくよう努力してまいります。

これらを勘案し、次期の見通しにつきましては売上高10,100百万円（前年同期比2.4％減）、営業利益982百万円

（前年同期比19.5％減）、経常利益976百万円（前年同期比19.5％減）、親会社株主に帰属する当期純利益646百万

円（前年同期比20.1％減）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

当社グループは、株主尊重を第一義と考え、今後の業績の伸展状況、配当性向を考慮しつつ、安定的な配当の維

持及び適正な利益還元を行っていくことを基本方針としています。当期につきましては、当初の利益予想を上回る

ことができましたので、株主の皆様のご支援にお応えするため期末配当金を１株当たり320円から20円増配の340円

とさせていただきたいと存じます。内部留保につきましては業績の拡大や財務体質の強化を図るために有効活用し

てまいります。

また、次期の期末配当金につきましても、基本方針の下、積極的な利益確保に努めながら、内部留保を確保しつ

つ配当を実施いたしたく１株当たり340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

当社グループの利害関係者の多くは、国内の株主、債権者、取引先等であり、海外からの資金調達の必要性が乏し

いため、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
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,637,506 4,321,304

受取手形及び売掛金 2,568,159 2,338,123

商品及び製品 1,044,270 1,146,529

原材料 215,859 233,820

その他 52,822 54,913

貸倒引当金 △221 △1,446

流動資産合計 7,518,398 8,093,243

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,192,621 2,204,084

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,448,402 △1,507,358

建物及び構築物（純額） ※１ 744,218 ※１ 696,725

レンタル資産 1,521,553 1,424,522

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,204,295 △1,180,508

レンタル資産（純額） 317,258 244,013

土地 ※１,※２ 1,831,126 ※１,※２ 1,829,532

リース資産 1,837,643 2,129,589

減価償却累計額及び減損損失累計額 △956,292 △1,398,782

リース資産（純額） 881,351 730,807

その他 284,398 276,455

減価償却累計額及び減損損失累計額 △260,497 △250,851

その他（純額） 23,900 25,603

有形固定資産合計 3,797,855 3,526,681

無形固定資産 60,791 54,827

投資その他の資産

投資有価証券 194,732 226,892

繰延税金資産 153,322 159,510

その他 118,710 121,989

貸倒引当金 △1,079 △5,449

投資その他の資産合計 465,686 502,942

固定資産合計 4,324,334 4,084,452

資産合計 11,842,732 12,177,695

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
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,057,131 944,449

短期借入金 ※１ 1,601,000 ※１ 1,601,000

１年内返済予定の長期借入金 ※１ 793,200 ※１ 203,200

リース債務 381,325 398,468

未払法人税等 217,415 261,914

賞与引当金 90,397 89,740

その他 307,858 274,276

流動負債合計 4,448,328 3,773,049

固定負債

長期借入金 ※１ 445,600 ※１ 932,400

リース債務 507,681 340,707

長期未払金 65,600 65,600

再評価に係る繰延税金負債 ※２ 95,216 ※２ 95,011

退職給付に係る負債 345,431 357,611

その他 1,800 1,800

固定負債合計 1,461,329 1,793,131

負債合計 5,909,658 5,566,180

純資産の部

株主資本

資本金 886,000 886,000

資本剰余金 968,090 968,090

利益剰余金 5,331,917 5,988,176

自己株式 △77,578 △78,284

株主資本合計 7,108,428 7,763,981

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 75,773 107,010

土地再評価差額金 ※２ △1,252,689 ※２ △1,253,154

退職給付に係る調整累計額 1,561 △6,321

その他の包括利益累計額合計 △1,175,354 △1,152,466

純資産合計 5,933,074 6,611,515

負債純資産合計 11,842,732 12,177,695
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

当連結会計年度
(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

売上高 10,106,797 10,347,827

売上原価 ※２ 5,179,125 ※２ 5,198,773

売上総利益 4,927,671 5,149,053

販売費及び一般管理費

運搬費 694,623 664,870

貸倒引当金繰入額 － 5,595

従業員給料及び賞与 1,566,033 1,599,933

賞与引当金繰入額 85,937 85,380

退職給付費用 47,248 48,235

福利厚生費 307,899 310,215

賃借料 425,929 426,704

減価償却費 84,119 86,979

その他 ※１ 694,510 ※１ 700,562

販売費及び一般管理費合計 3,906,302 3,928,476

営業利益 1,021,369 1,220,577

営業外収益

受取利息 78 61

受取配当金 6,984 7,158

受取賃貸料 10,218 15,793

受取手数料 1,203 1,083

貸倒引当金戻入額 157 －

その他 5,498 9,331

営業外収益合計 24,141 33,427

営業外費用

支払利息 30,872 29,297

その他 8,298 11,730

営業外費用合計 39,171 41,027

経常利益 1,006,340 1,212,977

特別利益

固定資産売却益 － 969

特別利益合計 － 969

税金等調整前当期純利益 1,006,340 1,213,946

法人税、住民税及び事業税 343,461 408,780

法人税等調整額 △3,976 △3,836

法人税等合計 339,484 404,944

当期純利益 666,855 809,002

非支配株主に帰属する当期純利益 － －

親会社株主に帰属する当期純利益 666,855 809,002

（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）

- 8 -

セフテック㈱（7464）2022年３月期　決算短信



（単位：千円）

前連結会計年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

当連結会計年度
(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当期純利益 666,855 809,002

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 54,049 31,236

退職給付に係る調整額 546 △7,883

その他の包括利益合計 54,596 23,353

包括利益 721,451 832,356

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 721,451 832,356

非支配株主に係る包括利益 － －

（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 886,000 968,090 4,808,695 △77,578 6,585,206

当期変動額

剰余金の配当 △143,633 △143,633

親会社株主に帰属する当期
純利益

666,855 666,855

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 － － 523,222 － 523,222

当期末残高 886,000 968,090 5,331,917 △77,578 7,108,428

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

土地再評価差額金
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 21,723 △1,252,689 1,015 △1,229,951 5,355,255

当期変動額

剰余金の配当 △143,633

親会社株主に帰属する当期
純利益

666,855

自己株式の取得 －

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

54,049 546 54,596 54,596

当期変動額合計 54,049 － 546 54,596 577,818

当期末残高 75,773 △1,252,689 1,561 △1,175,354 5,933,074

（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　2021年３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 886,000 968,090 5,331,917 △77,578 7,108,428

当期変動額

剰余金の配当 △153,208 △153,208

親会社株主に帰属する当期
純利益

809,002 809,002

自己株式の取得 △706 △706

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

464 464

当期変動額合計 － － 656,259 △706 655,552

当期末残高 886,000 968,090 5,988,176 △78,284 7,763,981

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

土地再評価差額金
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 75,773 △1,252,689 1,561 △1,175,354 5,933,074

当期変動額

剰余金の配当 △153,208

親会社株主に帰属する当期
純利益

809,002

自己株式の取得 △706

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

31,236 △464 △7,883 22,888 23,353

当期変動額合計 31,236 △464 △7,883 22,888 678,441

当期末残高 107,010 △1,253,154 △6,321 △1,152,466 6,611,515

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３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　2021年３月31日)

当連結会計年度
(自　2021年４月１日

　至　2022年３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 1,006,340 1,213,946

減価償却費 863,615 841,629

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,915 △657

貸倒引当金の増減額（△は減少） △179 5,595

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 4,223 817

固定資産売却益 － △969

レンタル資産取得による支出 △252,041 △234,674

受取利息及び受取配当金 △7,063 △7,219

支払利息 30,872 29,297

売上債権の増減額（△は増加） △15,561 230,036

棚卸資産の増減額（△は増加） 7,921 △120,218

仕入債務の増減額（△は減少） 39,966 △112,682

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,903 △19,849

その他の流動資産の増減額（△は増加） △5,478 △2,069

その他の流動負債の増減額（△は減少） 4,662 △8,189

その他の固定資産の増減額（△は増加） 227 △4,220

その他の固定負債の増減額（△は減少） － △6

小計 1,686,323 1,810,566

利息及び配当金の受取額 7,078 7,219

利息の支払額 △30,734 △29,319

法人税等の支払額 △311,955 △367,142

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,350,713 1,421,323

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 △49,727 △28,387

有形固定資産の売却による収入 － 2,564

無形固定資産の取得による支出 △45,890 △10,240

その他投資等の取得による支出 △1,952 △614

その他投資等の売却による収入 763 734

貸付金の回収による収入 390 180

投資活動によるキャッシュ・フロー △96,416 △35,762

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 2,195,000 2,085,000

短期借入金の返済による支出 △2,395,000 △2,085,000

長期借入れによる収入 － 700,000

長期借入金の返済による支出 △103,200 △803,200

リース債務の返済による支出 △410,057 △444,690

自己株式の取得による支出 － △706

配当金の支払額 △143,583 △153,166

財務活動によるキャッシュ・フロー △856,841 △701,763

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 397,454 683,797

現金及び現金同等物の期首残高 3,240,051 3,637,506

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 3,637,506 ※ 4,321,304

（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。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「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。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財

又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

　なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2021年３月26日）第98項に

定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧

客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の

期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

　この結果、当連結会計年度の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もあり

ません。

　１株当たり情報に与える影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企

業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定め

る新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、連結財務諸表への影響はあり

ません。
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前連結会計年度
（2021年３月31日）

当連結会計年度
（2022年３月31日）

建物 294,486千円 276,705千円

土地 664,666 664,666

計 959,153 941,372

前連結会計年度
（2021年３月31日）

当連結会計年度
（2022年３月31日）

短期借入金 1,306,000千円 1,306,000千円

長期借入金（１年内返済予定額を含む） 1,238,800 1,135,600

計 2,544,800 2,441,600

前連結会計年度
（2021年３月31日）

当連結会計年度
（2022年３月31日）

再評価を行った土地の期末における時価と

再評価後の帳簿価額との差額
△25,706千円 －千円

（連結貸借対照表関係）

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおりであります。

　上記に対応する担保付債務は、次のとおりであります。

※２　「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、土

地再評価差額金を純資産の部に計上しております。

・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定め

る地価税法（平成３年法律第69条）第16条に規定する地価税の課税価額の基礎となる土地の価

額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行

って算定しております。

・再評価を行った年月日…2002年３月31日

前連結会計年度
（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

619千円 1,316千円

前連結会計年度
（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

1,432千円 4,554千円

（連結損益計算書関係）

※１　一般管理費に含まれる研究開発費

※２　期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれておりま

す。
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当連結会計年度期
首株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式

普通株式 500 － － 500

合計 500 － － 500

自己株式

普通株式 21 － － 21

合計 21 － － 21

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2020年６月29日

定時株主総会
普通株式 143,633 300 2020年３月31日 2020年６月30日

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2021年６月29日

定時株主総会
普通株式 153,208 利益剰余金 320 2021年３月31日 2021年６月30日

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自 2020年４月１日　至 2021年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
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当連結会計年度期
首株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式

普通株式 500 － － 500

合計 500 － － 500

自己株式

普通株式（注） 21 0 － 21

合計 21 0 － 21

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2021年６月29日

定時株主総会
普通株式 153,208 320 2021年３月31日 2021年６月30日

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2022年６月29日

定時株主総会
普通株式 162,757 利益剰余金 340 2022年３月31日 2022年６月30日

当連結会計年度（自 2021年４月１日　至 2022年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の株数の増加０千株は、単元未満株式の買取による増加０千株であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

前連結会計年度
（自  2020年４月１日

至  2021年３月31日）

当連結会計年度
（自  2021年４月１日

至  2022年３月31日）

現金及び預金勘定 3,637,506千円 4,321,304千円

預入期間が３か月を超える定期預金 － －

現金及び現金同等物 3,637,506 4,321,304

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ．前連結会計年度（自 2020年４月１日　至 2021年３月31日）

当社グループは単一のセグメントであるため、記載を省略しております。

Ⅱ．当連結会計年度（自 2021年４月１日　至 2022年３月31日）

当社グループは単一のセグメントであるため、記載を省略しております。

前連結会計年度

（自  2020年４月１日

至  2021年３月31日）

当連結会計年度

（自  2021年４月１日

至  2022年３月31日）

１株当たり純資産額 12,392.15円 13,811.45円

１株当たり当期純利益 1,392.83円 1,689.82円

前連結会計年度

（自  2020年４月１日

至  2021年３月31日）

当連結会計年度

（自  2021年４月１日

至  2022年３月31日）

親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 666,855 809,002

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）
666,855 809,002

期中平均株式数（株） 478,777 478,751

（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．（会計方針の変更）に記載のとおり、「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）等を当連結会計年度の期首から適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過

的な取扱いに従っております。この結果、当連結会計年度の１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益に

与える影響はありません。

３．１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。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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品目

前連結会計年度
（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

金額（千円）
構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

標識・標示板 463,877 44.7 439,191 41.5

安全機材 208,311 20.1 207,190 19.6

保安警告サイン 261,441 25.2 301,671 28.5

安全防災用品 19,469 1.9 19,839 1.9

その他 83,523 8.1 89,794 8.5

合計 1,036,623 100.0 1,057,687 100.0

品目

前連結会計年度
（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

金額（千円）
構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

標識・標示板 513,628 14.8 498,515 13.8

安全機材 211,393 6.1 230,484 6.4

保安警告サイン 162,734 4.7 210,912 5.8

安全防災用品 630,816 18.1 603,092 16.7

その他 716,891 20.6 738,717 20.5

小計 2,235,465 64.3 2,281,722 63.2

レンタル仕入高 1,239,743 35.7 1,330,693 36.8

合計 3,475,208 100.0 3,612,415 100.0

４．その他

　（１)役員の異動

①　代表者の異動

該当事項はありません。

②　その他の役員の異動

該当事項はありません。

　（２）生産、受注及び販売の状況

①　生産実績

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

②　商品仕入実績

　（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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品目

前連結会計年度
（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

金額（千円）
構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

標識・標示板 1,627,413 16.1 1,590,350 15.4

安全機材 575,794 5.7 565,236 5.5

保安警告サイン 621,901 6.2 612,781 5.9

安全防災用品 879,527 8.7 846,602 8.2

その他 1,073,292 10.6 1,152,801 11.1

小計 4,777,929 47.3 4,767,773 46.1

レンタル売上高 5,328,867 52.7 5,580,054 53.9

合計 10,106,797 100.0 10,347,827 100.0

③　受注状況

 当社グループは、受注生産を行っておりません。

④　販売実績

　（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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