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(百万円未満切捨て)
１．2021年３月期の連結業績（2020年４月１日～2021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 ％

2021年３月期 40,365 △8.0 2,070 △18.1 2,523 △13.9 1,721 △9.1
2020年３月期 43,890 △3.4 2,528 △11.9 2,929 △11.1 1,894 △15.0

(注) 包括利益 2021年３月期 2,295百万円( 24.0％) 2020年３月期 1,851百万円( △6.6％)
　

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３月期 164.32 ― 5.5 6.8 5.1

2020年３月期 177.01 ― 6.1 8.0 5.8
(参考) 持分法投資損益 2021年３月期 ―百万円 2020年３月期 ―百万円

(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。

　

（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３月期 37,819 31,930 84.4 3,113.51
2020年３月期 36,535 31,093 85.1 2,945.22

(参考) 自己資本 2021年３月期 31,930百万円 2020年３月期 31,093百万円
　

　

（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３月期 3,325 △225 △1,464 9,279

2020年３月期 3,177 △1,152 △1,886 7,643
　　

　

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３月期 ― 40.00 ― 40.00 80.00 867 45.2 2.7

2021年３月期 ― 30.00 ― 60.00 90.00 932 54.8 3.0
2022年３月期(予想) ― 30.00 ― 30.00 60.00 35.4
　

（注）2021年３月期期末配当の内訳 普通配当 30円00銭 創業100周年記念配当 30円00銭

　

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022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) 20,645 ― 900 ― 1,095 ― 735 ― 71.67

通 期 43,850 ― 2,200 ― 2,585 ― 1,740 ― 169.67
(注) 2022年３月期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用するため、上記の連
結業績予想は当該会計基準等を適用した後の金額となっており、対前期及び対前年同四半期増減率は記載しておりま
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 ： 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３月期 11,399,237株 2020年３月期 11,399,237株

② 期末自己株式数 2021年３月期 1,143,872株 2020年３月期 842,077株

③ 期中平均株式数 2021年３月期 10,479,068株 2020年３月期 10,703,788株
　

　

(参考) 個別業績の概要
１．2021年３月期の個別業績（2020年４月１日～2021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 ％

2021年３月期 34,786 △7.8 1,647 △21.1 1,948 △19.7 1,285 △17.9

2020年３月期 37,711 △3.6 2,088 △14.1 2,425 △12.9 1,564 △16.2

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３月期 122.65 ―

2020年３月期 146.17 ―
　

　

（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３月期 34,518 29,533 85.6 2,879.78
2020年３月期 33,901 29,316 86.5 2,776.93

(参考) 自己資本 2021年３月期 29,533百万円 2020年３月期 29,316百万円
　　　

２．2022年３月期の個別業績予想（2021年４月１日～2022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 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) 17,700 ― 890 ― 595 ― 58.02
通 期 37,700 ― 2,140 ― 1,430 ― 139.44

　

(注) 2022年３月期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用するため、上記の連
結業績予想は当該会計基準等を適用した後の金額となっており、対前期及び対前年同四半期増減率は記載しておりま
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。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

　 ①経営成績の状況

当連結会計年度におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染拡大に対して「感染拡大抑止最優先」により経済

活動が制限され、大幅なマイナス成長に至った最悪期を脱しつつあるものの、感染再拡大への懸念から下押し圧力は残

っており、景気回復のペースは緩やかなものにとどまっています。一方、海外では欧州を中心に依然として新型コロナ

ウイルス感染拡大が続き、経済活動に大きな影響を与えています。その中で中国においては、景気持ち直しの動きが見

受けられるようになりました。

　国内では、観光業、飲食業を中心とする非製造業は苦戦が続くものの、当社の主要な取引先である製造業、特に自動

車、電子部品関連業の生産・輸出活動は中国や米国向けを中心に回復への動きが顕著に見受けられました。他方、設備

投資に関しては、新型コロナウイルスを巡る不透明感が依然として高く、おしなべて慎重な姿勢が続いています。

このような状況のもと当社グループは、今年２月に創業100周年を迎え、第二次中期経営計画『Sincerity to 100』の

基本的な考え方である「対面営業、課題解決型の提案営業の充実・拡大を図ると同時に顧客の業務効率化ニーズにも対

応できるインフラを整備・活用する。」との方針は堅持しつつ、従業員及び顧客の安全と健康確保を最優先命題に感染

リスク対策に万全を尽くしながら、新規出店及び新規顧客獲得、顧客深耕、新規商品投入及び重点取扱商品拡大等の重

点施策を、営業活動に工夫を重ねて推進し、企業価値の一層の向上に取り組んでまいりました。新型コロナウイルス感

染拡大という、中期経営計画策定時には想定されなかった事態の発生により、目標数字は残念ながら未達に終わりまし

た。その結果、昨年９月に発表した業績予想は上回ったものの、当連結会計年度は、売上高403億65百万円（前年同期比

8.0％減）、経常利益25億23百万円（前年同期比13.9％減）、親会社株主に帰属する当期純利益17億21百万円（前年同期

比9.1％減）となりました。

　 ②セグメントの業績を示すと次のとおりであります。

（東部）

東部では、鉄鋼業界で一部の炉を停止させるなど生産調整に入っております。一方で化学業界では値上げが功を

奏したのか、設備投資が盛んに行われております。電子部品・半導体業界も全体的な改善の兆しが見え、受注増に

つながりつつあります。また、北米向けに小型建機も回復するなど全体的に明るい兆しが見えつつあるものの、新

型コロナウイルス感染状況次第の所があり、一進一退を繰り返して全体としては低調な推移となりました。

　この結果、当セグメントの売上高は96億74百万円（前年同期比8.2％減）、セグメント利益は４億94百万円（前

年同期比13.1％減）となりました。

（中部）

中部では、電子部品・半導体業界での設備投資は活況でしたが、新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響もあ

り、自動車業界、鉄鋼業界、工作機械業界。航空業界での生産活動の縮小と設備投資の抑制の影響を大きく受けま

した。逆に環境問題、自動車のＥＶ化への設備投資は、広がりを見せつつありますが、先行きの不透明感もあり全

体的に低調に推移いたしました。

　この結果、当セグメントの売上高は110億60百万円（前年同期比9.1％減）、セグメント利益は５億６百万円（前

年同期比24.8％減）となりました。

（西部）

西部では、電子部品・半導体業界において動きが見られたものの、自動車業界、鉄鋼業界、住宅業界、産業機械

業界と幅広く生産活動が停滞し、当社売上にも大きく影響しました。年度後半から少しづつ改善の動きが見られ、

一部設備投資へ動き出した面もありましたが全体としては低調な推移となりました。

　この結果、当セグメントの売上高は186億３百万円（前年同期比7.6％減）、セグメント利益は９億84百万円（前

年同期比18.6％減）となりました。
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（海外）

海外では、対米ドルの為替が年明けから円安水準で安定して推移したこともあり、日本からの輸出も堅調に推移

しております。新型コロナウイルスの影響で厳しい状況で推移していた世界経済も、主力のアジア地域では半導体

企業を筆頭に回復の動きが顕著になってきておりますが、全体としては低調に推移いたしました。

この結果、当セグメントの売上高は10億26百万円（前年同期比2.2％減）、セグメント利益は84百万円（前年同

期比11.2％増）となりました。

(注) 上記の金額は消費税等を含んでおりません。

（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378億19百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億83百万円増加しておりま

す。主な内訳は、現金及び預金が16億39百万円、ソフトウエア仮勘定が１億46百万円及び投資有価証券が７億32百

万円増加する一方、受取手形及び売掛金が10億１百万円、商品が２億77百万円、建設仮勘定が１億３百万円減少し

たためであります。

　当連結会計年度末における負債は58億88百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億46百万円増加しておりま

す。主な内訳は、未払金が１億10百万円、繰延税金負債が２億15百万円増加したためであります。

当連結会計年度末における純資産は319億30百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億37百万円増加しておりま

す。主な内訳は、その他有価証券評価差額金が５億円増加、利益剰余金が９億82百万円増加する一方、自己株式の

取得による増加が７億19百万円となっております。この結果、自己資本比率は84.4％となりました。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資産」という。）は、92億79百万円となりました。

　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）

　営業活動より得られた資金は33億25百万円（前年同期は31億77百万円の収入）となりました。これは主に、税金

等調整前当期純利益25億21百万円、減価償却費３億52百万円、売上債権の減少６億77百万円、棚卸資産の減少２億

77百万円の収入に対して法人税等の支払額８億23百万円の支出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）

　投資活動に使用した資金は２億25百万円（前年同期は11億52百万円の支出）となりました。これは主に、有形固

定資産の取得１億64百万円、無形固定資産の取得１億12百万円の支出に対して、有形固定資産の売却による収入60

百万円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）

　財務活動に使用した資金は14億64百万円（前年同期は18億86百万円の支出）となりました。これは自己株式の取

得７億19百万円、配当金の支払７億44百万円の支出によるものであります。
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移
　

2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期 2020年３月 2021年３月期

自己資本比率 82.9 83.0 84.0 85.1 84.4

時価ベースの自己資本比率 49.1 59.0 54.8 55.2 71.3

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

0.1 － － － －

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

610.5 833.4 1,582.1 2,238.0 2,527.1

　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／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注）１．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式をベースに計算しております。

　 ２．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キャッシュ・フローを使用しております。

　 ３．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。利払につきましては、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

現在、新型コロナウイルス感染拡大が世界各地で依然として続き、国内外経済に大きく影響を及ぼしており、引

き続き厳しい経営環境にあります。国内でも、新型コロナウイルス感染再拡大の影響による経済活動の制限強化が

見込まれ、景気の下振れが大きな懸念材料であります。ワクチン接種拡大による事態の収束に期待が寄せられてい

ますが、劇的な効果を見込む前提に立たなければ、新型コロナウイルスの感染拡大前の経済水準に戻るには相当の

時間を要する見通しです。

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。なお、ＩＦＲＳ（国際財務報告基準）の適用につきましては、国内外の諸情勢を

考慮の上、適切に対応していく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,756,118 9,395,216

受取手形及び売掛金 11,059,043 10,057,142

電子記録債権 3,655,426 3,979,616

商品 1,795,478 1,517,672

その他 135,840 74,102

貸倒引当金 △1,631 △1,547

流動資産合計 24,400,275 25,022,204

固定資産

有形固定資産

建物 6,138,435 6,176,414

減価償却累計額 △3,684,416 △3,752,613

建物（純額） 2,454,018 2,423,801

構築物 233,469 258,728

減価償却累計額 △208,473 △214,699

構築物（純額） 24,995 44,028

車両運搬具 350,866 354,779

減価償却累計額 △271,558 △284,745

車両運搬具（純額） 79,307 70,034

工具、器具及び備品 483,759 563,473

減価償却累計額 △313,226 △391,012

工具、器具及び備品（純額） 170,533 172,460

土地 5,380,044 5,326,055

建設仮勘定 103,780 ―

有形固定資産合計 8,212,679 8,036,380

無形固定資産

電話加入権 38,894 38,894

ソフトウエア 104,838 56,296

のれん 528,045 470,440

ソフトウエア仮勘定 12,650 158,873

無形固定資産合計 684,428 724,504

投資その他の資産

投資有価証券 2,505,643 3,238,617

出資金 14,890 14,860

退職給付に係る資産 326,291 489,231

差入保証金 243,286 213,133

繰延税金資産 74,037 ―

その他 89,886 84,908

貸倒引当金 △15,866 △4,715

投資その他の資産合計 3,238,168 4,036,036

固定資産合計 12,135,276 12,796,921

資産合計 36,535,552 37,819,125
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 3,583,926 3,651,078

未払金 225,047 335,321

未払費用 479,975 535,413

未払法人税等 427,250 356,873

未払消費税等 62,501 186,267

その他 107,916 42,454

流動負債合計 4,886,616 5,107,409

固定負債

長期未払金 260,685 259,810

長期預り保証金 151,492 157,168

繰延税金負債 ― 215,709

退職給付に係る負債 143,402 148,791

その他 192 64

固定負債合計 555,772 781,544

負債合計 5,442,389 5,888,953

純資産の部

株主資本

資本金 2,597,406 2,597,406

資本剰余金 2,529,295 2,529,295

利益剰余金 26,719,840 27,702,725

自己株式 △1,401,204 △2,120,946

株主資本合計 30,445,338 30,708,481

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 641,340 1,141,675

退職給付に係る調整累計額 6,484 80,015

その他の包括利益累計額合計 647,824 1,221,690

純資産合計 31,093,163 31,930,172

負債純資産合計 36,535,552 37,819,125
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（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

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 43,890,514 40,365,447

売上原価 35,555,590 32,591,333

売上総利益 8,334,924 7,774,114

販売費及び一般管理費 5,806,442 5,703,973

営業利益 2,528,481 2,070,140

営業外収益

受取利息 1,347 829

受取配当金 54,218 143,707

仕入割引 314,552 266,889

不動産賃貸料 97,441 94,541

その他 21,344 19,504

営業外収益合計 488,905 525,471

営業外費用

支払利息 1,419 1,316

売上割引 76,277 65,546

その他 10,174 5,696

営業外費用合計 87,871 72,558

経常利益 2,929,515 2,523,053

特別利益

固定資産売却益 2,369 14,777

特別利益合計 2,369 14,777

特別損失

固定資産除売却損 26,097 16,485

投資有価証券評価損 1,272 ―

減損損失 19,868 3

会員権評価損 4,350 ―

特別損失合計 51,589 16,488

税金等調整前当期純利益 2,880,294 2,521,343

法人税、住民税及び事業税 929,630 758,819

法人税等調整額 55,958 40,637

法人税等合計 985,589 799,457

当期純利益 1,894,705 1,721,885

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 1,894,705 1,721,885
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当期純利益 1,894,705 1,721,885

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △60,272 500,334

退職給付に係る調整額 17,418 73,531

その他の包括利益合計 △42,854 573,866

包括利益 1,851,850 2,295,752

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,851,850 2,295,752

非支配株主に係る包括利益 ― ―
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（３）連結株主資本等変動計算書

　前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(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 2,597,406 2,529,295 25,692,368 △384,089 30,434,980

当期変動額

剰余金の配当 △867,232 △867,232

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,894,705 1,894,705

自己株式の取得 △1,017,114 △1,017,114

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― 1,027,472 △1,017,114 10,358

当期末残高 2,597,406 2,529,295 26,719,840 △1,401,204 30,445,338

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 701,612 △10,934 690,678 31,125,659

当期変動額

剰余金の配当 △867,232

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,894,705

自己株式の取得 △1,017,114

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△60,272 17,418 △42,854 △42,854

当期変動額合計 △60,272 17,418 △42,854 △32,496

当期末残高 641,340 6,484 647,824 31,093,163
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　当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(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 2,597,406 2,529,295 26,719,840 △1,401,204 30,445,338

当期変動額

剰余金の配当 △739,001 △739,001

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,721,885 1,721,885

自己株式の取得 △719,742 △719,742

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― 982,884 △719,742 263,142

当期末残高 2,597,406 2,529,295 27,702,724 △2,120,946 30,708,481

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 641,340 6,484 647,824 31,093,163

当期変動額

剰余金の配当 △739,001

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,721,885

自己株式の取得 △719,742

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

500,334 73,531 573,866 573,866

当期変動額合計 500,334 73,531 573,866 837,008

当期末残高 1,141,675 80,015 1,221,690 31,930,172
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021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 2,880,294 2,521,343

減価償却費 368,264 352,346

のれん償却額 48,004 57,604

減損損失 19,868 3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 4,703 2,655

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 4,034 △55,159

受取利息及び受取配当金 △55,565 △144,536

支払利息 1,419 1,316

投資有価証券評価損益（△は益） 1,272 ―

有形固定資産除売却損益（△は益） 23,728 1,707

売上債権の増減額（△は増加） 964,729 677,710

たな卸資産の増減額（△は増加） 11,323 277,805

仕入債務の増減額（△は減少） △43,770 67,152

その他 63,650 250,774

小計 4,291,957 4,010,723

利息及び配当金の受取額 55,148 140,380

利息の支払額 △1,773 △1,263

法人税等の支払額 △1,167,509 △823,964

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,177,823 3,325,875

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 △167,820 △167,825

定期預金の払戻による収入 167,816 164,820

有形固定資産の取得による支出 △320,574 △154,296

有形固定資産の売却による収入 43,517 60,634

無形固定資産の取得による支出 △4,718 △112,953

投資有価証券の取得による支出 △27,916 △15,921

のれんの取得による支出 △829,803 ―

その他 △13,386 ―

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,152,885 △225,541

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △1,017,114 △719,742

配当金の支払額 △869,174 △744,498

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,886,288 △1,464,240

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 138,649 1,636,094

現金及び現金同等物の期首残高 7,505,248 7,643,897

現金及び現金同等物の期末残高 7,643,897 9,279,991
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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)

該当事項はありません。

(会計上の見積りの変更)

該当事項はありません。

(修正再表示)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

　１ 報告セグメントの概要

当社グループは、営業所単位で独立採算の営業を展開しており、営業所単位で財務情報が入手可能であり、取締

役会では、経営の判断、業績の評価・検討を営業所単位で行っております。当社グループの取扱商品は測定器具・

機械器具を中心に工場等で使用される機械、工具、工場用品、消耗品等を販売しております。当社グループの営業

方針は、地域密着型の営業であり、新規の営業所開設、拡張、廃止は地域性を重視して判断・検討を行っておりま

す。また、営業戦略も地域性を重視して立案・活動を行っております。従って、個々の営業所を販売地域別に集約

して報告セグメントとしております。

　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の基本となる重要な事項」にお

ける記載と同一であります。

　当社グループは事業セグメントに資産及び負債を配分していないため、記載しておりません。

　また、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

　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

前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：千円)

報告セグメント
合計

東部 中部 西部 海外

売上高

　(1) 外部顧客への 10,533,498 12,164,049 20,142,451 1,050,514 43,890,514

　 売上高

　(2) セグメント間の

　 内部売上高又は ― ― ― ― ―

　 振替高

計 10,533,498 12,164,049 20,142,451 1,050,514 43,890,514

セグメント利益 569,269 673,071 1,210,277 75,863 2,528,481

その他の項目

　減価償却費 95,868 116,748 149,448 6,198 368,264

のれんの償却 13,354 15,808 17,881 959 48,004

減損損失 ― 12,017 7,851 ― 19,868

(注) セグメント資産については、事業セグメントに資産を配分していないため記載しておりません。ただし、

配分されていない償却資産の減価償却費及び減損損失は、合理的な配賦基準で各事業セグメントへ配賦し

ております。
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当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：千円)

報告セグメント
合計

東部 中部 西部 海外

売上高

　(1) 外部顧客への 9,674,427 11,060,910 18,603,198 1,026,911 40,365,447

　 売上高

　(2) セグメント間の

　 内部売上高又は ― ― ― ― ―

　 振替高

計 9,674,427 11,060,910 18,603,198 1,026,911 40,365,447

セグメント利益 494,700 506,485 984,596 84,356 2,070,140

その他の項目

　減価償却費 91,886 109,768 145,766 4,925 352,346

　のれんの償却費 16,222 18,935 21,489 957 57,604

減損損失 ― ― 3 ― 3

(注) セグメント資産については、事業セグメントに資産を配分していないため記載しておりません。ただし、

配分されていない償却資産の減価償却費及び減損損失は、合理的な配賦基準で各事業セグメントへ配賦し

ております。

　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)

　 前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

　 該当事項はありません。

　 当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）

　 該当事項はありません。

【関連情報】

前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

測定工具 工作用器具 機械工具 空圧・油圧器具 その他 合計

外部顧客への売上高 9,910,881 3,459,105 14,625,809 8,991,787 6,902,930 43,890,514

　

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、記載を省略しております。

　

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。
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当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

測定工具 工作用器具 機械工具 空圧・油圧器具 その他 合計

外部顧客への売上高 9,408,456 2,465,487 13,231,897 8,892,799 6,366,806 40,365,447

　

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、記載を省略しております。

　

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】

　 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。

　

【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】

のれんの償却額に関しては、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。ま

た、のれんの未償却残高に関しては、事業セグメントに資産を配分していないため、記載しておりません。

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

１株当たり純資産額 2,945.22円 3,113.51円

１株当たり当期純利益金額 177.01円 164.32円

(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、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金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 1,894,705 1,721,885

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)

1,894,705 1,721,885

普通株式の期中平均株式数(千株) 10,703 10,479

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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４．個別財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,696,580 7,688,937

受取手形 2,101,608 1,661,570

電子記録債権 3,108,116 3,494,134

売掛金 7,235,007 6,898,608

商品 1,772,718 1,502,466

前払費用 22,108 19,431

その他 99,383 41,526

貸倒引当金 △1,244 △1,205

流動資産合計 21,034,279 21,305,469

固定資産

有形固定資産

建物 2,244,786 2,182,536

構築物 24,098 35,688

車両運搬具 79,307 70,034

工具、器具及び備品 165,849 168,839

土地 4,821,576 4,811,397

建設仮勘定 83,533 ―

有形固定資産合計 7,419,151 7,268,495

無形固定資産

電話加入権 31,611 31,611

ソフトウエア 79,679 44,093

のれん 528,045 470,440

ソフトウエア仮勘定 12,650 158,873

無形固定資産合計 651,986 705,018

投資その他の資産

投資有価証券 1,631,394 2,193,715

関係会社株式 2,493,927 2,493,927

出資金 11,680 11,650

長期前払費用 25,356 16,528

前払年金費用 313,770 357,768

差入保証金 177,556 147,099

繰延税金資産 136,165 ―

その他 21,861 23,219

貸倒引当金 △15,866 △4,715

投資その他の資産合計 4,795,846 5,239,194

固定資産合計 12,866,983 13,212,709

資産合計 33,901,263 34,518,178
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 3,068,800 3,177,944

未払金 177,379 292,824

未払費用 412,975 469,413

未払法人税等 336,100 306,000

未払消費税等 30,813 167,419

前受金 75,179 16,025

預り金 16,864 17,730

前受収益 2,744 2,801

その他 8,448 2,961

流動負債合計 4,129,305 4,453,121

固定負債

長期未払金 153,635 152,760

長期預り保証金 151,492 157,168

繰延税金負債 ― 68,148

退職給付引当金 150,153 153,685

その他 192 64

固定負債合計 455,473 531,826

負債合計 4,584,778 4,984,948

純資産の部

株主資本

資本金 2,597,406 2,597,406

資本剰余金

資本準備金 2,513,808 2,513,808

その他資本剰余金 15,486 15,486

資本剰余金合計 2,529,295 2,529,295

利益剰余金

利益準備金 260,979 260,979

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 153,689 153,300

別途積立金 20,550,000 20,550,000

繰越利益剰余金 4,075,268 4,621,897

利益剰余金合計 25,039,938 25,586,177

自己株式 △1,401,204 △2,120,946

株主資本合計 28,765,436 28,591,933

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 551,048 941,297

評価・換算差額等合計 551,048 941,297

純資産合計 29,316,484 29,533,230

負債純資産合計 33,901,263 34,518,178
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 37,711,203 34,786,278

売上原価 30,786,473 28,346,296

売上総利益 6,924,729 6,439,982

販売費及び一般管理費 4,836,175 4,792,146

営業利益 2,088,554 1,647,835

営業外収益

受取利息 1,330 818

受取配当金 43,301 34,510

仕入割引 263,230 222,930

不動産賃貸料 97,801 94,901

その他 16,076 16,376

営業外収益合計 421,740 369,536

営業外費用

支払利息 1,419 1,316

売上割引 73,780 62,474

その他 9,168 5,463

営業外費用合計 84,368 69,254

経常利益 2,425,925 1,948,117

特別利益

固定資産売却益 2,369 1,761

特別利益合計 2,369 1,761

特別損失

固定資産除売却損 26,097 8,312

減損損失 12,017 ―

会員権評価損 3,490 ―

特別損失合計 41,605 8,312

税引前当期純利益 2,386,688 1,941,566

法人税、住民税及び事業税 767,572 620,236

法人税等調整額 54,507 36,090

法人税等合計 822,079 656,326

当期純利益 1,564,608 1,285,240
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（３）株主資本等変動計算書

　前事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(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
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計固定資産

圧縮積立金
別途積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高 2,597,406 2,513,808 15,486 2,529,295 260,979 154,103 20,050,000 3,877,478 24,342,561

当期変動額

固定資産圧縮積立金

の取崩
△413 413 ―

別途積立金の積立 500,000 △500,000 ―

剰余金の配当 △867,232 △867,232

当期純利益 1,564,608 1,564,608

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 ― ― ― ― ― △413 500,000 197,790 697,376

当期末残高 2,597,406 2,513,808 15,486 2,529,295 260,979 153,689 20,550,000 4,075,268 25,039,938

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 △384,089 29,085,174 612,057 612,057 29,697,231

当期変動額

固定資産圧縮積立金

の取崩
― ―

別途積立金の積立 ― ―

剰余金の配当 △867,232 △867,232

当期純利益 1,564,608 1,564,608

自己株式の取得 △1,017,114 △1,017,114 △1,017,114

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△61,008 △61,008 △61,008

当期変動額合計 △1,017,114 △319,738 △61,008 △61,008 △380,746

当期末残高 △1,401,204 28,765,436 551,048 551,048 29,316,484
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　当事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(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
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計固定資産

圧縮積立金
別途積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高 2,597,406 2,513,808 15,486 2,529,295 260,979 153,689 20,550,000 4,075,268 25,039,938

当期変動額

固定資産圧縮積立金

の取崩
△389 389 ―

別途積立金の積立 ― ― ―

剰余金の配当 △739,001 △739,001

当期純利益 1,285,240 1,285,240

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 ― ― ― ― ― △389 ― 546,628 546,239

当期末残高 2,597,406 2,513,808 15,486 2,529,295 260,979 153,300 20,550,000 4,621,897 25,586,177

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 △1,401,204 28,765,436 551,048 551,048 29,316,484

当期変動額

固定資産圧縮積立金

の取崩
― ―

別途積立金の積立 ― ―

剰余金の配当 △739,001 △739,001

当期純利益 1,285,240 1,285,240

自己株式の取得 △719,742 △719,742 △719,742

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

390,248 390,248 390,248

当期変動額合計 △719,742 △173,502 390,248 390,248 216,746

当期末残高 △2,120,946 28,591,933 941,297 941,297 29,533,230
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５．その他

（１）生産、受注及び販売の状況

　該当事項はありません。

　

（２）役員の異動

（2021年６月18日開催予定の定時株主総会後予定）

(1)代表取締役の異動

　該当事項はありません。

(2)その他の役員の異動

　①新任取締役候補

取締役 杉本正行（現 常務執行役員管理本部長兼ＳＥ推進部長）

　②退任予定取締役

取締役専務執行役員 阪口尚作

　③新任監査役候補

常勤監査役 阪口尚作（現 取締役専務執行役員）

　④退任予定監査役

　 該当事項はありません。

　

　


