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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 59,330 1.7 7,051 20.4 7,708 23.9 5,906 20.0

2020年3月期 58,336 △5.7 5,857 △16.3 6,219 △15.9 4,923 △10.9
(注) 包括利益 2021年3月期 8,461百万円( 92.4％) 2020年3月期 4,398百万円(△26.9％)
　

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 76.84 － 8.4 8.9 11.9

2020年3月期 63.42 － 7.4 7.4 10.0
(参考) 持分法投資損益 2021年３月期 424百万円 2020年３月期 187百万円
　

　

(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 90,869 73,321 80.7 959.76

2020年3月期 82,763 67,944 82.1 875.30
(参考) 自己資本 2021年3月期 73,321百万円 2020年3月期 67,944百万円
　

　

(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 10,873 △10,655 △3,187 4,820

2020年3月期 7,589 △4,174 △1,814 7,718
　

　

　

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 － 11.00 － 13.00 24.00 1,862 37.8 2.8

2021年3月期 － 14.00 － 18.00 32.00 2,449 41.6 3.5

2022年3月期(予想) － 14.00 － 18.00 32.00 48.9
　

　

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、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

１株当たり当期純
利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 59,500 0.3 6,800 △3.6 7,200 △6.6 5,000 △15.4 65.45

　　



※ 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 ( ― )、除外 － 社 ( ― )
　

　

(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 78,225,350株 2020年3月期 79,453,250株

② 期末自己株式数 2021年3月期 1,829,292株 2020年3月期 1,828,669株

③ 期中平均株式数 2021年3月期 76,876,007株 2020年3月期 77,624,803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
・本決算短信に記載されている将来に関する事項は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する

一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績は、経済情

勢・為替相場の変動等の不確実性により、変更される可能性があります。

・業績予想に関する事項は、添付資料3ページ「(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拡大により深刻な影響を被り、2020年通年で

は11年ぶりのマイナス成長となりました。

当社の主力事業である、特装車の市場におきましても、設備投資に対する慎重な姿勢が見られ、レンタル業界で

大きく落ち込みました。

このような環境の中、当社グループは、お客様・関係者の皆様ならびに従業員の感染防止に留意しつつ、全社を

あげて拡販努力および原価低減と業務効率化に努めてまいりました。

この結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高は前期を9億94百万円(2％)上回る593億30百万円となりまし

た。セグメント別には、特装車売上高は前期を5億52百万円(1％)上回る470億11百万円、部品・修理売上高は前期

を4億80百万円(4％)上回る116億8百万円となりました。利益につきましては、営業利益は前期を11億94百万円(20

％)上回る70億51百万円、経常利益は前期を14億88百万円(24％)上回る77億8百万円となりました。また、親会社

株主に帰属する当期純利益は前期を9億83百万円(20％)上回る59億6百万円となりました。

（２）当期の財政状態の概況

① 資産

流動資産は前期末に比べて65億円増加し、609億77百万円となりました。これは主に、商品及び製品が7億32百

万円減少したものの、預け金が72億42百万円増加したことなどによります。

固定資産は前期末に比べて16億5百万円増加し、298億91百万円となりました。これは主に、建物及び構築物

（純額）が4億20百万円、機械装置及び運搬具（純額）が2億49百万円減少したものの、投資有価証券が23億13百

万円増加したことなどによります。

この結果、総資産合計は前期末に比べて81億5百万円増加し、908億69百万円となりました。

② 負債

流動負債は前期末に比べて29億72百万円増加し、154億87百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛

金が15億41百万円、未払法人税等が7億77百万円、流動負債のその他の未払消費税等が5億14百万円増加したこと

などによります。

固定負債は前期末に比べて2億43百万円減少し、20億59百万円となりました。これは主に、繰延税金負債が5億

78百万円増加したものの、退職給付に係る負債が7億70百万円、リース債務が44百万円減少したことなどによりま

す。

この結果、負債合計は前期末に比べて27億29百万円増加し、175億47百万円となりました。

③ 純資産

純資産合計は前期末に比べて53億76百万円増加し、733億21百万円となりました。これは主に、利益剰余金が30

億52百万円、その他有価証券評価差額金が16億11百万円、退職給付に係る調整累計額が5億45百万円増加したこと

などによります。
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（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48億20百万円となり、前期末に比べて

28億97百万円(38％)減少いたしました。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。

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は、前期末に比べて32億84百万円増加し、108億73百万円となりました。

主な資金の増加要因は、仕入債務の増加32億40百万円などであります。

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果使用した資金は、前期末に比べて64億80百万円増加し、106億55百万円となりました。

主な資金の増加要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出の減少4億48百万円などであります。また、主

な資金の減少要因は、預け金の増加66億40百万円などであります。

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果使用した資金は、前期末に比べて13億72百万円増加し、31億87百万円となりました。

主な資金の減少要因は、自己株式の取得による支出の増加10億円などであります。

（４）今後の見通し

次期の経済見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症の再拡大や財政・金融政策の副作用など懸念材

料も多く、先行き不透明な状況が続くものと思われます。このような状況下で、次期の連結業績の予想といたし

ましては、売上高595億円、営業利益68億円、経常利益72億円、親会社株主に帰属する当期純利益50億円を見込ん

でおります。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、資本市場における財務情報の国際的な比較可能性の向上を目的に、将来の国際会計基準

（International Financial Reporting Standards)適用に備えて検討を行っております。
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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 1,364,112 1,224,322

預け金 29,293,978 36,536,175

受取手形及び売掛金 19,045,242 19,464,344

商品及び製品 1,540,793 808,516

仕掛品 1,357,019 1,287,837

原材料及び貯蔵品 1,273,767 1,191,555

その他 603,867 465,096

貸倒引当金 △1,963 △225

流動資産合計 54,476,818 60,977,622

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 19,090,158 19,214,706

減価償却累計額 △11,248,004 △11,792,858

建物及び構築物（純額） 7,842,154 7,421,847

機械装置及び運搬具 9,129,945 9,463,604

減価償却累計額 △6,472,984 △7,056,109

機械装置及び運搬具（純額） 2,656,961 2,407,495

工具、器具及び備品 2,853,903 2,848,241

減価償却累計額 △2,580,490 △2,621,830

工具、器具及び備品（純額） 273,412 226,410

土地 8,524,839 8,524,457

リース資産 820,548 793,776

減価償却累計額 △370,526 △394,666

リース資産（純額） 450,021 399,109

建設仮勘定 1,634 32,714

有形固定資産合計 19,749,024 19,012,035

無形固定資産 839,521 692,607

投資その他の資産

投資有価証券 5,641,595 7,954,715

繰延税金資産 372,397 －

その他 1,691,355 2,239,294

貸倒引当金 △7,051 △6,713

投資その他の資産合計 7,698,297 10,187,296

固定資産合計 28,286,842 29,891,939

資産合計 82,763,661 90,869,562
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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

支払手形及び買掛金 8,547,921 10,089,276

リース債務 99,348 99,476

未払法人税等 949,564 1,727,200

役員賞与引当金 32,000 38,000

製品保証引当金 138,409 294,302

その他 2,748,071 3,239,715

流動負債合計 12,515,315 15,487,971

固定負債

リース債務 388,251 343,845

繰延税金負債 － 578,155

再評価に係る繰延税金負債 616,302 616,302

役員退職慰労引当金 43,600 －

退職給付に係る負債 1,221,468 450,694

その他 33,767 70,924

固定負債合計 2,303,391 2,059,922

負債合計 14,818,706 17,547,893

純資産の部

株主資本

資本金 10,425,325 10,425,325

資本剰余金 9,923,356 9,923,342

利益剰余金 47,334,222 50,386,498

自己株式 △918,004 △1,147,983

株主資本合計 66,764,898 69,587,182

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,886,803 4,498,080

土地再評価差額金 △1,624,044 △1,624,044

為替換算調整勘定 △311,330 86,580

退職給付に係る調整累計額 228,626 773,869

その他の包括利益累計額合計 1,180,055 3,734,486

純資産合計 67,944,954 73,321,669

負債純資産合計 82,763,661 90,869,562
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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 58,336,392 59,330,782

売上原価 46,094,744 46,584,582

売上総利益 12,241,648 12,746,199

販売費及び一般管理費

荷造及び発送費 635,097 450,112

広告宣伝費 90,369 51,174

販売手数料 18,561 20,022

役員報酬 70,807 72,367

給料手当及び賞与 2,447,810 2,268,335

役員賞与引当金繰入額 30,434 35,800

役員退職慰労引当金繰入額 7,700 1,200

退職給付費用 238,567 197,974

福利厚生費 521,304 480,856

通信交通費 266,984 186,615

減価償却費 451,025 429,509

修繕費 92,898 80,736

貸倒引当金繰入額 3,441 －

賃借料 188,001 163,060

研究開発費 394,617 411,367

その他 926,916 845,811

販売費及び一般管理費合計 6,384,535 5,694,944

営業利益 5,857,112 7,051,255

営業外収益

受取利息 13,102 15,602

受取配当金 134,532 139,849

為替差益 － 23,564

持分法による投資利益 187,972 424,624

雑収入 61,735 61,169

営業外収益合計 397,342 664,811

営業外費用

為替差損 33,737 －

雑損失 732 7,436

営業外費用合計 34,470 7,436

経常利益 6,219,984 7,708,630
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(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)

特別利益

固定資産売却益 331 1,959

投資有価証券売却益 173,182 3,694

受取保険金 742,479 767,844

特別利益合計 915,994 773,499

特別損失

固定資産売却損 1,035 1,096

固定資産除却損 8,376 12,716

投資有価証券売却損 － 149

保険解約損 3,340 －

減損損失 25,238 381

特別損失合計 37,991 14,343

税金等調整前当期純利益 7,097,987 8,467,785

法人税、住民税及び事業税 2,069,770 2,553,072

法人税等調整額 105,012 7,919

法人税等合計 2,174,783 2,560,992

当期純利益 4,923,204 5,906,793

親会社株主に帰属する当期純利益 4,923,204 5,906,793
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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 4,923,204 5,906,793

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △554,296 1,611,276

為替換算調整勘定 △11,280 207,678

退職給付に係る調整額 157,892 545,243

持分法適用会社に対する持分相当額 △117,399 190,233

その他の包括利益合計 △525,083 2,554,431

包括利益 4,398,120 8,461,224

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 4,398,120 8,461,224

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 10,425,325 9,923,356 44,118,766 △917,709 63,549,738

当期変動額

剰余金の配当 △1,707,748 △1,707,748

親会社株主に帰属す

る当期純利益
4,923,204 4,923,204

自己株式の取得 △295 △295

自己株式の消却 －

利益剰余金から資本

剰余金への振替
－

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

－

当期変動額合計 － － 3,215,455 △295 3,215,160

当期末残高 10,425,325 9,923,356 47,334,222 △918,004 66,764,898

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

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 3,441,100 △1,624,044 △182,650 70,733 1,705,138 65,254,877

当期変動額

剰余金の配当 △1,707,748

親会社株主に帰属す

る当期純利益
4,923,204

自己株式の取得 △295

自己株式の消却 －

利益剰余金から資本

剰余金への振替
－

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△554,296 － △128,680 157,892 △525,083 △525,083

当期変動額合計 △554,296 － △128,680 157,892 △525,083 2,690,076

当期末残高 2,886,803 △1,624,044 △311,330 228,626 1,180,055 67,944,954
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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 10,425,325 9,923,356 47,334,222 △918,004 66,764,898

当期変動額

剰余金の配当 △2,083,974 △2,083,974

親会社株主に帰属す

る当期純利益
5,906,793 5,906,793

自己株式の取得 △1,000,535 △1,000,535

自己株式の消却 △770,556 770,556 －

利益剰余金から資本

剰余金への振替
770,542 △770,542 －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

－

当期変動額合計 － △13 3,052,276 △229,978 2,822,283

当期末残高 10,425,325 9,923,342 50,386,498 △1,147,983 69,587,182

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

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 2,886,803 △1,624,044 △311,330 228,626 1,180,055 67,944,954

当期変動額

剰余金の配当 △2,083,974

親会社株主に帰属す

る当期純利益
5,906,793

自己株式の取得 △1,000,535

自己株式の消却 －

利益剰余金から資本

剰余金への振替
－

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

1,611,276 － 397,911 545,243 2,554,431 2,554,431

当期変動額合計 1,611,276 － 397,911 545,243 2,554,431 5,376,714

当期末残高 4,498,080 △1,624,044 86,580 773,869 3,734,486 73,321,669
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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 7,097,987 8,467,785

減価償却費 1,825,655 1,669,473

のれん償却額 52,893 33,245

減損損失 25,238 381

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,153 △2,091

製品保証引当金の増減額（△は減少） △63,329 155,892

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △2,180,157 △770,774

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △500 △43,600

受取利息及び受取配当金 △147,635 △155,055

持分法による投資損益（△は益） △187,972 △424,624

投資有価証券売却損益（△は益） △173,182 △3,545

受取保険金 △742,479 △767,844

為替差損益（△は益） △4,816 472

固定資産除売却損益（△は益） 9,080 11,853

売上債権の増減額（△は増加） 5,069,908 △399,629

たな卸資産の増減額（△は増加） 139,843 944,715

仕入債務の増減額（△は減少） △1,718,208 1,522,363

その他 196,894 1,756,306

小計 9,202,374 11,995,323

利息及び配当金の受取額 294,719 153,781

保険金の受取額 742,479 767,844

法人税等の支払額 △2,650,572 △2,043,218

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,589,001 10,873,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

預け金の純増減額（△は増加） △3,360,000 △10,000,000

投資有価証券の売却による収入 311,542 6,815

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,119,790 △671,156

有形及び無形固定資産の売却による収入 47,730 36,464

その他 △53,999 △27,407

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,174,517 △10,655,284

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 △295 △1,000,535

配当金の支払額 △1,707,748 △2,083,974

その他 △106,261 △102,725

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,814,305 △3,187,234

現金及び現金同等物に係る換算差額 △31,476 71,194

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,568,702 △2,897,592

現金及び現金同等物の期首残高 6,149,388 7,718,090

現金及び現金同等物の期末残高 7,718,090 4,820,497
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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。

(追加情報)

当社は、2020年６月18日開催の第72回定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う退職慰労金の

打ち切り支給を決議いたしました。これに伴い、「役員退職慰労引当金」を全額取り崩し、「役員退職慰労引当

金」に計上しておりました36,800千円を、「長期未払金」として固定負債の「その他」に含めて表示しておりま

す。

(セグメント情報等)

１ 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、高所作業車等の製造・販売およびアフターサービスなどに関連する事業を行っており、当社グ

ループの報告セグメントは、高所作業車等の製造・販売およびアフターサービスなどの売上を基礎とした特装車お

よび部品・修理であります。

特装車セグメントは、高所作業車等の新車販売事業であります。部品・修理セグメントは、高所作業車等のアフ

ターサービス事業であります。

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方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処理の方法と概

ね同一であります。

内部売上高又は振替高は、市場実勢価格に基づいております。

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
その他
(注）１

合計
特装車 部品・修理 計

売上高

外部顧客への売上高 46,458,683 11,127,186 57,585,870 750,522 58,336,392

内部売上高又は振替高 2,684,611 141,879 2,826,491 6,922 2,833,413

計 49,143,294 11,269,066 60,412,361 757,444 61,169,806

セグメント利益 8,912,034 3,261,075 12,173,109 101,094 12,274,204

セグメント資産 ─ ─ ─ ─ 82,763,661

セグメント負債 ─ ─ ─ ─ 14,818,706

その他の項目

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

─ ─ ─ ─ 1,289,156

　(注)１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、高所作業車等の中古車販売および

教育事業等であります。

２ 当社グループの各社は、それぞれが高所作業車等の製造・販売およびアフターサービスなどの付帯業務に関

連する事業を営んでおりますが、各報告セグメントは、売上区分ごとに区分しております。従いまして、各

報告セグメントごとに資産・負債およびその他の項目に分配することが困難でありますので、合計金額のみ

表示しております。

３ セグメント利益は、連結損益計算書の売上総利益から内部取引消去を調整して算出しております。
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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
その他
(注）１

合計
特装車 部品・修理 計

売上高

外部顧客への売上高 47,011,414 11,608,141 58,619,555 711,226 59,330,782

内部売上高又は振替高 1,612,144 182,258 1,794,402 1,250 1,795,653

計 48,623,558 11,790,399 60,413,958 712,477 61,126,436

セグメント利益 9,170,409 3,493,108 12,663,517 83,445 12,746,962

セグメント資産 ─ ─ ─ ─ 90,869,562

セグメント負債 ─ ─ ─ ─ 17,547,893

その他の項目

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

─ ─ ─ ─ 766,757

　(注)１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、高所作業車等の中古車販売および

教育事業等であります。

２ 当社グループの各社は、それぞれが高所作業車等の製造・販売およびアフターサービスなどの付帯業務に関

連する事業を営んでおりますが、各報告セグメントは、売上区分ごとに区分しております。従いまして、各

報告セグメントごとに資産・負債およびその他の項目に分配することが困難でありますので、合計金額のみ

表示しております。

３ セグメント利益は、連結損益計算書の売上総利益から内部取引消去を調整して算出しております。

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)

(単位：千円)

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 60,412,361 60,413,958

「その他」の区分の売上高 757,444 712,477

内部取引消去 △2,833,413 △1,795,653

連結財務諸表の売上高 58,336,392 59,330,782

(単位：千円)

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 12,173,109 12,663,517

「その他」の区分の利益 101,094 83,445

内部取引消去 △32,555 △762

全社費用(注) △6,384,535 △5,694,944

連結財務諸表の営業利益 5,857,112 7,051,255

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
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(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 875円30銭 959円76銭

１株当たり当期純利益 63円42銭 76円84銭

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきましては、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。

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)

親会社株主に帰属する

当期純利益(千円)
4,923,204 5,906,793

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)
4,923,204 5,906,793

普通株式の期中平均株式数(千株) 77,624 76,876

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。

　


