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1. 令和4年3月期の連結業績（令和3年4月1日～令和4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 ％

4年3月期 7,011 3.3 1,102 37.5 1,684 188.8 481 ―

3年3月期 6,788 △13.6 801 △14.0 583 △54.8 △308 ―

（注）包括利益 4年3月期　　1,129百万円 （△13.6％） 3年3月期　　1,307百万円 （217.1％）

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 ％ ％ ％

4年3月期 10.70 ― 6.1 6.4 15.7

3年3月期 △6.86 ― △4.2 2.4 11.8

（参考） 持分法投資損益 4年3月期 565百万円 3年3月期 △240百万円

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和２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、令和４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

4年3月期 27,100 13,486 29.7 178.93

3年3月期 25,174 12,385 30.8 172.17

（参考） 自己資本 4年3月期 8,052百万円 3年3月期 7,748百万円

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和２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、令和４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

4年3月期 43 △844 1,162 3,249

3年3月期 1,436 △731 271 2,887

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 ％ ％

3年3月期 ― ― ― 0.50 0.50 22 ― 0.3

4年3月期 ― ― ― 0.50 0.50 22 4.7 0.3

5年3月期(予想) ― ― ― 0.50 0.50 ―

3. 令和 5年 3月期の連結業績予想（令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日）

　令和５年３月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響で先行き不透明なことから、適正かつ合理的な算定が困難なため、引
き続き未定としております。なお、今後新型コロナウイルス感染拡大の動向を注視しながら、合理的な予想の開示が可能となった時点で、速やかに開示い
たします。



※ 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「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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 4年3月期 45,099,320 株 3年3月期 45,099,320 株

② 期末自己株式数 4年3月期 94,841 株 3年3月期 93,602 株

③ 期中平均株式数 4年3月期 45,004,017 株 3年3月期 45,005,942 株

（参考）個別業績の概要

令和4年3月期の個別業績（令和3年4月1日～令和4年3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 ％

4年3月期 574 △2.3 134 9.5 △62 ― △60 ―

3年3月期 588 △23.6 122 △6.2 △3 ― △429 ―

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

4年3月期 △1.35 ―

3年3月期 △9.55 ―

(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

4年3月期 14,715 4,629 31.5 102.87

3年3月期 15,034 4,828 32.1 107.29

（参考） 自己資本 4年3月期 4,629百万円 3年3月期 4,828百万円

※ 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「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

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け個人消費が低迷しているもの

の、海外経済の回復に伴う需要拡大による輸出の増加や設備投資の持ち直しが景気を下支えしている状況にあり

ます。

売上高は7,011百万円と前年同期に比べ223百万円（3.3％）増加と新型コロナウイルス感染症の影響による不

透明な事業環境が続く中、ほぼ前年同期並みの水準を維持いたしました。また、より健全な財務基盤を構築する

ため、固定費・変動費の見直しを行った結果、営業利益は1,102百万円と前年同期に比べ300百万円（37.5％）増

加し、この営業利益の増加及び持分法適用関連会社の業績の回復を受けて、経常利益は1,684百万円と前年同期

に比べ1,100百万円（188.8％）増加、親会社株主に帰属する当期純利益は481百万円（前年同期親会社株主に帰

属する当期純損失△308百万円）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　令和２年３月31日）等を当連結会計年度の期首

より適用しております。

詳細については、「４．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）」をご参照ください。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

イ.製造供給事業

本事業においては、押出機、食品容器及びプリント基板等の販売は堅調に推移し、売上高は2,322百万円と前

年同期に比べ116百万円増加し、セグメント損失は44百万円（前年同期セグメント損失88百万円）となりまし

た。

ロ.住宅関連事業

本事業においては、断熱工事等売上の増加により、売上高は5,281百万円と前年同期に比べ201百万円の増加と

なりました。セグメント利益は、固定費・変動費の見直しを行った結果、1,043百万円と前年同期に比べ255百万

円の増加となりました。

ハ.投資・流通サービス事業

本事業においては、売上高は313百万円と前年同期に比べ15百万円減少し、セグメント利益は67百万円と前年

同期に比べ6百万円の減少となりました。

（２）当期の財政状態の概況

資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末に比べ1,926百万円増加し、27,100百万円となりました。主な

要因は、投資有価証券及び関係会社株式の増加などによります。

また、負債は、前連結会計年度末に比べ、825百万円増加し、13,613百万円となりました。主な要因は、借入

金が増加したことなどによります。

この結果、純資産は前連結会計年度末に比べ1,100百万円増加し、13,486百万円となりました。

（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361百

万円増加し、当連結会計年度末には3,249百万円となりました。

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。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の収入は、43百万円（前年同期は1,436百万円の収入）となりました。

主な要因としては、税金等調整前当期純利益の増加など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）

投資活動による資金の支出は、844百万円（前年同期は731百万円の支出）となりました。

主な要因は、投資有価証券及び関係会社株式の取得による支出など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）

財務活動による資金の収入は、1,162百万円（前年同期は271百万円の収入）となりました。

主な要因は、借入れなどによるものであります。
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（４）今後の見通し

令和５年３月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響で先行き不透明なことか

ら、適正かつ合理的な算定が困難なため、引き続き未定としております。なお、今後新型コロナウイルス感染拡

大の動向を注視しながら、合理的な予想の開示が可能となった時点で、速やかに開示いたします。

（５）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、利益配分については、株主の皆様への継続的な配当と、事業の基盤の安定、経営体質・財務体質の長

期的な強化に向ける内部留保の充実とを総合的に勘案し、バランスの取れた経営を行ってまいります。

当社の配当金は、株主総会で決定しますが、当面は年度で1回、株主総会後に支払をする予定です。

なお、当期の配当金については、1株あたり50銭とさせていただく予定であります。また、次期の配当金につ

いては、少なくとも当期配当金は維持し、少しでも上回れるよう努力いたします。
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２．企業集団の状況

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（フリージア・マクロス株式会社）、連結子会社11社、非連結

子会社6社及び持分法適用関連会社4社で構成されております。

　製造から供給まで行う「製造供給事業」（プラスチック押出機、土木試験機、ATM筐体等、各種容器類、プリント

基板等並びに地中掘削用ドリル、マシン等の製造販売）と総合的な住宅関連事業を扱う「住宅関連事業」（ログハウ

ス、マンション、家具類、防蟻、防水、断熱等住宅関連工事、不動産）、「投資・流通サービス事業」（投資再生支

援、パソコン周辺機器、部品及びソフト、ファッション・アパレル等）の３業態に分れております。

　事業系統図は、下記のとおりであります。
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３．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　現在、当社グループの利害関係者の多くは、国内の株主、債権者、取引先等であるため、会計基準に関しましては日

本基準を適用しております。当社グループは、今後のグループ内外の動向にあわせた最適な会計基準の適用を検討して

まいります。

- 5 -

フリージア・マクロス㈱(6343) 令和4年3月期 決算短信



(単位：千円)

前連結会計年度
(令和３年３月31日)

当連結会計年度
(令和４年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,908,865 3,249,430

受取手形及び売掛金 1,014,541 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 989,137

棚卸資産 4,758,844 4,980,409

その他 175,010 419,567

貸倒引当金 △20,248 △20,364

流動資産合計 8,837,013 9,618,180

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,950,627 2,977,558

機械装置及び運搬具 1,531,045 1,472,960

土地 5,613,905 5,684,257

その他 182,253 182,529

減価償却累計額 △3,423,269 △3,429,941

減損損失累計額 △262,098 △262,098

有形固定資産合計 6,592,464 6,625,264

無形固定資産

借地権 297,891 302,839

その他 3,326 3,326

無形固定資産合計 301,217 306,165

投資その他の資産

投資有価証券 2,711,513 3,242,641

関係会社株式 6,022,967 6,649,469

長期貸付金 434,150 417,406

繰延税金資産 54,166 25,591

その他 245,534 240,124

貸倒引当金 △24,914 △24,723

投資その他の資産合計 9,443,418 10,550,510

固定資産合計 16,337,099 17,481,940

資産合計 25,174,113 27,100,121

４．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
(令和３年３月31日)

当連結会計年度
(令和４年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 628,016 725,011

短期借入金 2,098,136 2,267,196

１年内償還予定の社債 20,000 20,000

１年内返済予定の長期借入金 881,690 879,944

未払金 280,099 256,136

未成工事受入金 43,895 19,371

未払法人税等 809,045 597,336

賞与引当金 20,149 22,999

その他 1,282,426 1,063,766

流動負債合計 6,063,460 5,851,761

固定負債

社債 70,000 50,000

長期借入金 6,011,701 6,854,357

完成工事補償引当金 32,858 30,248

繰延税金負債 276,457 226,828

退職給付に係る負債 40,148 40,530

負ののれん 112,003 90,098

その他 181,562 469,844

固定負債合計 6,724,731 7,761,908

負債合計 12,788,191 13,613,669

純資産の部

株主資本

資本金 2,077,766 2,077,766

資本剰余金 973,811 973,811

利益剰余金 4,011,141 4,470,729

自己株式 △20,212 △20,364

株主資本合計 7,042,507 7,501,943

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 703,930 592,001

繰延ヘッジ損益 61 61

為替換算調整勘定 1,552 △4,995

退職給付に係る調整累計額 545 △36,395

その他の包括利益累計額合計 706,090 550,671

非支配株主持分 4,637,323 5,433,836

純資産合計 12,385,921 13,486,451

負債純資産合計 25,174,113 27,100,121
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

当連結会計年度
(自　令和３年４月１日
　至　令和４年３月31日)

売上高 6,788,042 7,011,128

売上原価 3,394,510 3,445,381

売上総利益 3,393,531 3,565,746

販売費及び一般管理費 2,591,850 2,463,684

営業利益 801,681 1,102,062

営業外収益

受取利息 9,690 10,680

受取配当金 37,978 49,900

持分法による投資利益 － 565,246

負ののれん償却額 21,905 21,905

助成金収入 87,720 189,769

その他 78,320 25,712

営業外収益合計 235,614 863,214

営業外費用

支払利息 127,466 153,982

持分法による投資損失 240,314 －

支払手数料 48,098 86,998

その他 38,176 40,103

営業外費用合計 454,056 281,084

経常利益 583,238 1,684,192

特別利益

固定資産売却益 0 6,283

投資有価証券売却益 1,640 10,891

受取和解金 － 27,898

特別利益合計 1,641 45,073

特別損失

固定資産除却損 21,186 －

減損損失 4,339 839

その他 283 －

特別損失合計 25,810 839

税金等調整前当期純利益 559,069 1,728,426

法人税、住民税及び事業税 418,527 413,736

法人税等調整額 △13,430 30,069

法人税等合計 405,096 443,806

当期純利益 153,973 1,284,620

非支配株主に帰属する当期純利益 462,890 802,919

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に

帰属する当期純損失（△）
△308,917 481,700

（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　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

当連結会計年度
(自　令和３年４月１日
　至　令和４年３月31日)

当期純利益 153,973 1,284,620

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 975,500 △115,840

持分法適用会社に対する持分相当額 178,041 △39,578

その他の包括利益合計 1,153,542 △155,418

包括利益 1,307,515 1,129,201

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 844,630 326,281

非支配株主に係る包括利益 462,884 802,919

（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 2,077,766 973,814 4,342,172 △20,144 7,373,607

当期変動額

剰余金の配当 △22,113 △22,113

親会社株主に帰属する当期
純損失（△）

△308,917 △308,917

自己株式の取得 △69 △69

自己株式の処分 △2 2 －

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － △2 △331,030 △67 △331,100

当期末残高 2,077,766 973,811 4,011,141 △20,212 7,042,507

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
繰延ヘッジ損益

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 △451,280 － 2,172 1,649 △447,457 4,174,559 11,100,708

当期変動額

剰余金の配当 △22,113

親会社株主に帰属する当期
純損失（△）

△308,917

自己株式の取得 △69

自己株式の処分 －

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

1,155,210 61 △620 △1,103 1,153,548 462,764 1,616,312

当期変動額合計 1,155,210 61 △620 △1,103 1,153,548 462,764 1,285,212

当期末残高 703,930 61 1,552 545 706,090 4,637,323 12,385,921

（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　令和２年４月１日　至　令和３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 2,077,766 973,811 4,011,141 △20,212 7,042,507

会計方針の変更による累積
的影響額

会計方針の変更を反映した当
期首残高

2,077,766 973,811 4,011,141 △20,212 7,042,507

当期変動額

剰余金の配当 △22,112 △22,112

親会社株主に帰属する当期
純損失（△）

481,700 481,700

自己株式の取得 △151 △151

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 － － 459,587 △151 459,436

当期末残高 2,077,766 973,811 4,470,729 △20,364 7,501,943

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
繰延ヘッジ損益

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 703,930 61 1,552 545 706,090 4,637,323 12,385,921

会計方針の変更による累積
的影響額

△5,746 △5,746

会計方針の変更を反映した当
期首残高

703,930 61 1,552 545 706,090 4,631,577 12,380,174

当期変動額

剰余金の配当 △22,112

親会社株主に帰属する当期
純損失（△）

481,700

自己株式の取得 △151

自己株式の処分

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△111,929 － △6,548 △36,941 △155,418 802,259 646,840

当期変動額合計 △111,929 － △6,548 △36,941 △155,418 802,259 1,106,276

当期末残高 592,001 61 △4,995 △36,395 550,671 5,433,836 13,486,451

当連結会計年度（自　令和３年４月１日　至　令和４年３月31日）
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

当連結会計年度
(自　令和３年４月１日
　至　令和４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 559,069 1,728,426

減価償却費 159,482 145,491

負ののれん償却額 △21,905 △21,905

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,028 △75

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 4,295 382

受取利息及び受取配当金 △47,669 △60,581

支払利息 127,466 153,982

持分法による投資損益（△は益） 240,314 △565,246

固定資産売却損益（△は益） △0 △6,283

投資有価証券売却損益（△は益） △1,640 △10,891

固定資産除却損 21,186 －

減損損失 4,339 839

売上債権の増減額（△は増加） 73,234 46,136

棚卸資産の増減額（△は増加） 48,279 △221,564

仕入債務の増減額（△は減少） △93,125 109,172

未払消費税等の増減額（△は減少） 118,666 △14,789

その他 350,834 △496,664

小計 1,535,801 786,429

利息及び配当金の受取額 70,919 83,914

利息の支払額 △127,466 △153,982

法人税等の支払額 △43,230 △672,748

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,436,023 43,612

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 △4,800 △2,805

定期預金の払戻による収入 － 24,005

有形固定資産の取得による支出 △275,184 △102,283

有形固定資産の売却による収入 0 6,603

無形固定資産の取得による支出 － △4,947

投資有価証券の取得による支出 △455,336 △693,655

投資有価証券の売却による収入 2,340 15,693

関係会社株式の取得による支出 △49,663 △122,273

貸付けによる支出 △200,172 △301,132

貸付金の回収による収入 287,975 256,593

差入保証金の差入による支出 △2,785 △1,295

差入保証金の回収による収入 9,445 610

預り保証金の返還による支出 △25,563 △3,925

預り保証金の受入による収入 1,663 82,708

投資その他の資産の増減額（△は増加） △19,751 1,757

投資活動によるキャッシュ・フロー △731,831 △844,347

（４）連結キャッシュ・フロー計算書
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

当連結会計年度
(自　令和３年４月１日
　至　令和４年３月31日)

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） △281,012 178,159

長期借入れによる収入 1,333,000 1,720,000

長期借入金の返済による支出 △847,452 △879,090

社債の発行による収入 100,000 －

社債の償還による支出 △10,000 △20,000

セール・アンド・リースバックによる収入 － 200,000

リース債務の返済による支出 △775 △13,644

自己株式の取得による支出 △69 △151

子会社の自己株式の取得による支出 △120 △60

配当金の支払額 △22,113 △22,112

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に

よる支出
－ △600

財務活動によるキャッシュ・フロー 271,457 1,162,500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 975,649 361,765

現金及び現金同等物の期首残高 1,912,016 2,887,665

現金及び現金同等物の期末残高 2,887,665 3,249,430
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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　令和２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しております。

そのため、従来商品の国内販売取引においては、出荷時に収益認識をしておりましたが、当連結会計年度より、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を除き、商品又は製品を

顧客の指定した場所へ配送、引渡し、検収を受けた時点で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。ただし、収益認識会計基準第86項に定める

方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契

約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適

用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件

に基づき、会計処理を行い、そ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ております。

この結果、当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

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。

（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　令和元年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　令和元年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しております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
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（単位：千円）

報告セグメント

製造供給事業 住宅関連事業
投資・流通
サービス事業

計

売上高

外部顧客への売上高 1,798,043 4,888,844 101,154 6,788,042

セグメント間の内部売上高又
は振替高

407,287 190,833 228,071 826,193

計 2,205,331 5,079,677 329,226 7,614,235

セグメント利益又はセグメント
損失（△）

△88,732 787,514 74,603 773,385

セグメント資産 11,038,446 16,942,066 5,493,339 33,473,853

その他の項目

減価償却費 38,747 140,526 1,239 180,513

有形固定資産及び無形固定資
産の増加額

227,525 47,659 － 275,184

（セグメント情報等）

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につきましては、構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当

社取締役会が、事業の業績を評価し、また経営資源の配分など、定期的に検討を行う対象となっております。

なお、「製造供給事業」「住宅関連事業」「投資・流通サービス事業」を報告セグメントとしております。

「製造供給事業」は、プラスチック押出機、土木試験機、ATM筐体等、各種容器類、プリント基板等及び地中

掘削用ドリル、マシン等の製造販売を行っております。「住宅関連事業」は、ログハウスの設計・施工・監

理、販売用不動産の販売、不動産の賃貸、マンションの建築及び販売、住宅の防蟻、防水、断熱工事等を行っ

ております。「投資・流通サービス事業」は、投資再生支援、パソコン周辺機器、部品及びソフト等の販売等

を行っております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債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に採用している会計処理基準

に基づく金額により記載しております。

報告セグメントの利益は、営業利益（のれん償却前）ベースの数値であります。

セグメント間の内部売上高又は振替高は、一般の取引条件と同様に決定しております。

（収益認識等に関する会計基準等の適用）

「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に

関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しておりま

す。

なお、当該変更による売上高、セグメント利益に与える影響は軽微であります。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解

情報

前連結会計年度（自  令和２年４月１日  至  令和３年３月31日）
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（単位：千円）

報告セグメント

製造供給事業 住宅関連事業
投資・流通
サービス事業

計

売上高

　商品及び製品販売 1,787,544 61,415 8,400 1,857,359
　防蟻・防水・断熱工事等 － 4,576,467 － 4,576,467
　その他 21,316 203,793 60,337 285,447
　顧客との契約から生じる収益 1,808,861 4,841,675 68,737 6,719,274
その他の収益 － 279,458 12,395 291,854

外部顧客への売上高 1,808,861 5,121,134 81,133 7,011,128

セグメント間の内部売上高又
は振替高

513,459 159,964 232,527 905,951

計 2,322,321 5,281,098 313,660 7,917,080

セグメント利益又はセグメント
損失（△）

△44,167 1,043,376 67,652 1,066,860

セグメント資産 11,528,686 17,364,461 5,373,921 34,267,069

その他の項目

減価償却費 37,579 126,714 1,383 165,677

有形固定資産及び無形固定資
産の増加額

1,364 305,866 － 307,231

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 7,614,235 7,917,080

セグメント間取引消去 △826,193 △905,951

連結財務諸表の売上高 6,788,042 7,011,128

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 773,385 1,066,860

セグメント間取引消去 28,295 35,202

連結財務諸表の営業利益 801,681 1,102,062

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 33,473,853 34,267,069

持分法適用会社への投資額 5,630,527 6,161,703

セグメント間債権消去 △13,930,267 △13,328,651

連結財務諸表の資産合計 25,174,113 27,100,121

当連結会計年度（自  令和３年４月１日  至  令和４年３月31日）

　　　　　（注）「その他の収益」は、リース取引に関する会計基準に基づく収入等であります。

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）
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その他の項目

報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額

前連結会計
年度

当連結会計
年度

前連結会計
年度

当連結会計
年度

前連結会計
年度

当連結会計
年度

減価償却費 180,513 165,677 △22,450 △21,605 158,063 144,072

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額

275,184 307,231 － － 275,184 307,231

（単位：千円）
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（単位：千円）

製造供給事業 住宅関連事業
投資・流通

サービス事業
全社・消去 合計

減損損失 － 4,339 － － 4,339

（単位：千円）

製造供給事業 住宅関連事業
投資・流通

サービス事業
全社・消去 合計

減損損失 － 839 － － 839

【関連情報】

前連結会計年度（自  令和２年４月１日  至  令和３年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

（1）売上高

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がないため、記載はあ

りません。

当連結会計年度（自  令和３年４月１日  至  令和４年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

（1）売上高

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がないため、記載はあ

りません。

【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  令和２年４月１日  至  令和３年３月31日）

当連結会計年度（自  令和３年４月１日  至  令和４年３月31日）
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（単位：千円）

製造供給事業 住宅関連事業
投資・流通

サービス事業
全社・消去 合計

当期償却額 － 21,905 － － 21,905

当期末残高 － 112,003 － － 112,003

（単位：千円）

製造供給事業 住宅関連事業
投資・流通

サービス事業
全社・消去 合計

当期償却額 － 21,905 － － 21,905

当期末残高 － 90,098 － － 90,098

【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  令和２年４月１日  至  令和３年３月31日）

のれんは、該当事項はありません。

なお、平成22年４月１日前に行われた企業結合により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、以下
のとおりであります。

当連結会計年度（自  令和３年４月１日  至  令和４年３月31日）

のれんは、該当事項はありません。

なお、平成22年４月１日前に行われた企業結合により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、以下
のとおりであります。

【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  令和２年４月１日  至  令和３年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自  令和３年４月１日  至  令和４年３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  令和２年４月１日

至  令和３年３月31日）

当連結会計年度
（自  令和３年４月１日

至  令和４年３月31日）

１株当たり純資産額 172.17円 178.93円

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△） △6.86円 10.70円

前連結会計年度
（自　令和２年４月１日

至　令和３年３月31日）

当連結会計年度
（自　令和３年４月１日

至　令和４年３月31日）

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社　

株主に帰属する当期純損失（△）
（千円） △308,917 481,700

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

利益又は親会社株主に帰属する当期純損失

（△）

（千円） △308,917 481,700

期中平均株式数 （千株） 45,005 45,005

（１株当たり情報）

(注)　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。

(注)１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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