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1. 2022年3月期の連結業績（2021年4月1日～2022年3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 ％

2022年3月期 31,876 △2.5 559 △40.7 965 △17.7 749 7.3

2021年3月期 32,695 △4.9 943 △34.2 1,171 △29.3 698 △36.7

（注）包括利益 2022年3月期　　766百万円 （△26.1％） 2021年3月期　　1,037百万円 （22.7％）

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
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 209.36 ― 2.7 2.2 1.8

2021年3月期 195.15 ― 2.5 2.7 2.9

（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

（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

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 43,304 27,454 63.4 7,669.76

2021年3月期 44,060 28,119 63.8 7,855.44

（参考） 自己資本 2022年3月期 27,454百万円 2021年3月期 28,119百万円

（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
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 1,572 547 △1,306 4,343

2021年3月期 2,188 177 △930 3,530

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 ％ ％

2021年3月期 ― 0.00 ― 80.00 80.00 286 41.0 1.0

2022年3月期 ― 0.00 ― 80.00 80.00 286 38.2 1.0

2023年3月期(予想) ― 0.00 ― 80.00 80.00 34.1



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）
（％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) ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 33,500 5.1 800 43.0 1,270 31.6 840 12.1 234.66

第2四半期連結累計期間の業績予想は行っておりません。

※ 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

(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） 2022年3月期 4,000,000 株 2021年3月期 4,000,000 株

② 期末自己株式数 2022年3月期 420,460 株 2021年3月期 420,395 株

③ 期中平均株式数 2022年3月期 3,579,576 株 2021年3月期 3,579,699 株

※ 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

　本資料に掲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につきましては、添付
資料3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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１．経営成績等の概況

(1）当期の経営成績の概況

当連結会計年度のわが国経済は、新型コロナウイルスが感染拡大を繰り返す厳しい状況の中で大きな影響を受け

ました。また、原油をはじめとする原材料価格の高騰や金融資本市場の変動、供給面での制約等により、景気の先

行きは極めて不透明な状況となっております。

当社グループが属する建設業界におきましては、設備投資に持ち直しの動きが見られるものの、資機材調達の遅

れや技術者不足等の影響も重なり、工事の工期延長や着工遅延が見られました。加えて、原材料及び鋼材価格の高

騰が続き、受注環境は一段と厳しさを増しました。

このような環境の下、当社グループは採算性を重視した営業活動及び拡販活動に取り組み、原材料価格高騰を反

映した価格改善や連結子会社との連携による工事受注の確保に注力してまいりました。しかしながら受注工事の着

工遅延ならびに進捗遅れの影響に加え、受注活動における価格競争の激化により採算性の確保が厳しい状況となり

ました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は318億76百万円（前年同期比2.5％減）、営業利益は５億59百万円（前年

同期比40.7％減）、経常利益は９億65百万円（前年同期比17.7％減）、特別利益２億29百万円、特別損失60百万円

及び法人税等計３億84百万円を計上した結果、親会社株主に帰属する当期純利益は７億49百万円（前年同期比7.3％

増）となりました。

(2）当期の財政状態の概況

（資産）

　当連結会計年度末の資産合計は433億４百万円となり、前連結会計年度末と比較して７億56百万円の減少となり

ました。その主な内訳は、売却等により有形固定資産が減少したことによるものであります。

（負債）

　当連結会計年度末の負債合計は158億49百万円となり、前連結会計年度末と比較して90百万円の減少となりまし

た。その主な内訳は、返済により短期借入金が減少したことによるものであります。

（純資産）

　当連結会計年度末の純資産合計は274億54百万円となり、前連結会計年度末と比較して６億65百万円の減少とな

りました。その主な要因は、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）第84項ただし

書きに定める経過的な取扱いを適用したことにより期首の利益剰余金が減少したことによるものであります。こ

の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ0.4ポイント低下した63.4％となりました。

（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、８億12百万

円増加の43億43百万円となりました。当連結会計年度末におけるキャッシュ・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）

　営業活動による資金は15億72百万円の増加（前年同期は21億88百万円の増加）となりました。主な増加項目は

棚卸資産の減少による資金の増加額19億42百万円であり、主な減少項目は契約負債の減少による資金の減少額７

億94百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動による資金は５億47百万円の増加（前年同期は１億77百万円の増加）となりました。主な増加項目は有

形固定資産の売却による収入４億24百万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動による資金は13億６百万円の減少（前年同期は９億30百万円の減少）となりました。主な減少項目は短

期借入金の減少額10億円であります。
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（4）今後の見通し

今後の日本経済の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症に向けた政府の対策と経済活動への支援に

より景気の持ち直しが期待されますが、一方でウクライナ情勢による原材料価格の上昇や供給面での制約等による

不透明な状況が続くと見込まれます。

建設業界を取り巻く環境は、都市部の再開発事業などの大型プロジェクトや大規模自然災害からの復旧・復興を

図る対策として政府が進める防災・減災、国土強靭化計画、インフラ老朽化対策事業等の下支えもあり、一定の需

要は確保されるものと見られます。しかしながら、技術者の不足、資機材調達の遅れ、原材料及び鋼材価格の高騰

から、引き続き建設工事の進捗及び着工の遅延、受注競争による採算面の厳しさが一層増すものと予想されます。

2023年３月期の連結業績予想として、売上高は335億円、営業利益は８億円、経常利益は12億70百万円、親会社株

主に帰属する当期純利益は８億40百万円を見込んでおります。

なお、業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は様々な要因によって予想数値と

異なる可能性があります。開示すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせ致します。

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、会計基準については日本基準を適用しております。
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(単位：百万円)

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 3,602 4,415

受取手形及び売掛金 10,142 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 9,513

電子記録債権 1,987 2,229

商品 301 227

建設資材 17,423 16,954

仕掛品 46 21

貯蔵品 34 45

その他 202 238

貸倒引当金 △17 △14

流動資産合計 33,723 33,633

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,567 4,835

減価償却累計額 △4,657 △4,033

建物及び構築物（純額） 909 802

機械装置及び運搬具 6,819 6,524

減価償却累計額 △5,931 △5,799

機械装置及び運搬具（純額） 887 725

土地 4,616 4,258

その他 807 761

減価償却累計額 △611 △581

その他（純額） 195 180

有形固定資産合計 6,608 5,965

無形固定資産 146 130

投資その他の資産

投資有価証券 1,075 954

退職給付に係る資産 486 534

繰延税金資産 9 112

その他（純額） 2,041 2,004

貸倒引当金 △32 △32

投資その他の資産合計 3,581 3,574

固定資産合計 10,336 9,670

資産合計 44,060 43,304

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：百万円)

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 6,795 5,788

電子記録債務 2,894 3,337

短期借入金 3,840 2,840

１年内返済予定の長期借入金 1 －

未払法人税等 321 123

契約負債 － 2,294

資産除去債務 － 7

賞与引当金 380 374

役員賞与引当金 30 27

工事損失引当金 5 5

その他 1,206 728

流動負債合計 15,476 15,528

固定負債

繰延税金負債 169 30

退職給付に係る負債 25 28

資産除去債務 17 9

その他 252 253

固定負債合計 464 321

負債合計 15,940 15,849

純資産の部

株主資本

資本金 3,626 3,626

資本剰余金 5,206 5,206

利益剰余金 19,836 19,154

自己株式 △1,008 △1,008

株主資本合計 27,659 26,977

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 357 386

退職給付に係る調整累計額 102 90

その他の包括利益累計額合計 459 476

純資産合計 28,119 27,454

負債純資産合計 44,060 43,304
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(単位：百万円)

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 32,695 31,876

売上原価 27,517 27,141

売上総利益 5,178 4,734

販売費及び一般管理費

報酬及び給料手当 1,861 1,916

賞与引当金繰入額 289 282

役員賞与引当金繰入額 26 21

退職給付費用 66 35

福利厚生費 408 418

その他 1,582 1,501

販売費及び一般管理費合計 4,234 4,175

営業利益 943 559

営業外収益

受取利息 4 4

受取配当金 35 43

受取地代家賃 146 287

売電収入 65 64

債務勘定整理益 40 57

その他 51 62

営業外収益合計 344 519

営業外費用

支払利息 28 23

支払手数料 13 2

不動産賃貸費用 25 32

売電費用 37 33

その他 10 22

営業外費用合計 116 113

経常利益 1,171 965

特別利益

固定資産売却益 62 37

投資有価証券売却益 18 192

特別利益合計 80 229

特別損失

減損損失 2 －

工場閉鎖損失 198 31

投資有価証券売却損 － 29

特別損失合計 201 60

税金等調整前当期純利益 1,051 1,134

法人税、住民税及び事業税 352 126

法人税等調整額 0 258

法人税等合計 352 384

当期純利益 698 749

親会社株主に帰属する当期純利益 698 749

（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：百万円）

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 698 749

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 156 29

退職給付に係る調整額 182 △11

その他の包括利益合計 339 17

包括利益 1,037 766

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,037 766

（連結包括利益計算書）
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(単位：百万円)

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 3,626 5,206 19,459 △1,008 27,283

当期変動額

剰余金の配当 △322 △322

親会社株主に帰属する当期
純利益

698 698

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 △0 0 0

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － △0 376 △0 376

当期末残高 3,626 5,206 19,836 △1,008 27,659

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

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 200 △80 120 27,404

当期変動額

剰余金の配当 △322

親会社株主に帰属する当期
純利益

698

自己株式の取得 △0

自己株式の処分 0

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

156 182 339 339

当期変動額合計 156 182 339 715

当期末残高 357 102 459 28,119

（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：百万円)

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 3,626 5,206 19,836 △1,008 27,659

会計方針の変更による累積
的影響額

△1,145 △1,145

会計方針の変更を反映した当
期首残高

3,626 5,206 18,690 △1,008 26,514

当期変動額

剰余金の配当 △286 △286

親会社株主に帰属する当期
純利益

749 749

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 463 △0 462

当期末残高 3,626 5,206 19,154 △1,008 26,977

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

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 357 102 459 28,119

会計方針の変更による累積
的影響額

△1,145

会計方針の変更を反映した当
期首残高

357 102 459 26,974

当期変動額

剰余金の配当 △286

親会社株主に帰属する当期
純利益

749

自己株式の取得 △0

自己株式の処分

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

29 △11 17 17

当期変動額合計 29 △11 17 480

当期末残高 386 90 476 27,454

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：百万円)

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 1,051 1,134

減価償却費 608 419

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 △3

賞与引当金の増減額（△は減少） △30 △5

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7 △3

工事損失引当金の増減額（△は減少） △5 0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △283 △47

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △0 2

有形固定資産売却損益（△は益） △62 △37

投資有価証券売却損益（△は益） △18 △162

受取利息及び受取配当金 △39 △47

支払利息 28 23

工場閉鎖損失 198 31

売上債権の増減額（△は増加） 1,287 －

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） － 385

棚卸資産の増減額（△は増加） △36 1,942

仕入債務の増減額（△は減少） △238 △568

契約負債の増減額（△は減少） － △794

その他 364 △401

小計 2,812 1,866

利息及び配当金の受取額 41 43

利息の支払額 △25 △23

工場閉鎖損失の支払額 △157 △0

法人税等の支払額 △482 △313

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,188 1,572

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △155 △227

有形固定資産の売却による収入 118 424

投資有価証券の売却による収入 51 325

貸付けによる支出 － △3

貸付金の回収による収入 38 38

投資その他の資産の増減額（△は増加） 124 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー 177 547

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） △500 △1,000

長期借入金の返済による支出 △74 △1

自己株式の取得による支出 △0 △0

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △33 △18

配当金の支払額 △322 △286

財務活動によるキャッシュ・フロー △930 △1,306

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,435 812

現金及び現金同等物の期首残高 2,095 3,530

現金及び現金同等物の期末残高 3,530 4,343

（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しております。

これにより、建設資材の買戻し条件付きの販売取引について、従来は通常の販売取引として、顧客との契約に

基づき出荷時点で収益を認識しておりましたが、顧客から受け取る対価を、買戻しまでに見込まれる使用期間に

わたり収益を認識する方法に変更しております。

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、当連結会計年度の売上高は１億52百万円増加、売上原価は３億15百万円増加、営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ１億63百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は11億

45百万円減少しております。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示してい

た「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することと

いたしました。なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新

たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに

従って、前連結会計年度に係る顧客からの契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

（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しております。

これによる、連結財務諸表に与える影響はありません。

（セグメント情報等）

前連結会計年度（自2020年４月１日　至2021年３月31日）及び当連結会計年度（自2021年４月１日　至2022年３

月31日）

当社及び連結子会社の事業は、建設基礎工事用鋼製重仮設資材等の販売、賃貸及び資材提供に附随する工

事、加工、運送等であり、建設現場において使用する資材に関連して一体となって提供するものであります。

その性質、市場の類似性を考慮すると単一セグメントであるため、記載は省略しております。
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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 7,855.44円 7,669.76円

１株当たり当期純利益 195.15円 209.36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（百万円） 698 749

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益

（百万円）
698 749

普通株式の期中平均株式数（千株） 3,579 3,579

（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。

２．１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）

該当する事項はありません。

４．その他

(1)役員の異動

本日発表いたします「役員人事に関するお知らせ」に記載の通りです。
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