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1. 2021年3月期の業績（2020年4月1日～2021年3月31日）

(1) 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 12,699 9.5 823 167.7 859 168.5 651 144.8

2020年3月期 11,597 7.9 307 232.4 320 252.1 265 468.7

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 ％ ％ ％

2021年3月期 91.55 ― 12.4 6.6 6.5

2020年3月期 37.39 ― 5.5 2.7 2.8

（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

(2) 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 13,984 5,619 40.2 790.17

2020年3月期 12,156 4,861 40.0 683.68

（参考） 自己資本 2021年3月期 5,619百万円 2020年3月期 4,861百万円

(3) 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 762 △1,131 399 716

2020年3月期 978 △599 △236 685

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 ― ― ― 10.00 10.00 71 26.7 1.5

2021年3月期 ― ― ― 12.50 12.50 88 13.7 1.6

2022年3月期(予想) ― ― ― 10.00 10.00 17.8

3. 2022年 3月期の業績予想（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 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) 5,400 △7.2 210 △49.3 220 △49.0 170 △42.6 23.91

通期 12,300 △3.1 550 △33.2 570 △33.7 400 △38.6 56.25



※ 注記事項

(1) 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

(2) 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 7,200,000 株 2020年3月期 7,200,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期 88,606 株 2020年3月期 88,606 株

③ 期中平均株式数 2021年3月期 7,111,394 株 2020年3月期 7,111,394 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

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等につきましては、添付資料２
ページ「経営成績等の概況」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

当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染拡大により社会経済活動が抑制され

る等深刻な打撃を受けたスタートとなりましたが、その後、順調な回復を続ける中国・米国等の海

外経済を背景に、製造業は緩やかな持ち直しが継続しました。

このような事業環境の中、呼吸用保護具を中心に労働安全衛生保護具を供給している当社は、主

要顧客である製造業からの受注が景気減速の影響を大きく受けることも無く、また、新型コロナウ

イルス感染症対策として使い捨て式防じんマスクや保護衣等の受注が年度をとおして高水準で推移

したことから、製品売上高は過去２番目となる84億２百万円、商品売上高は過去最高となる42億97

百万円となり、売上高全体では前事業年度比9.5％増の126億99百万円と、過去最高の業績を収めま

した。

利益面につきましても、製品・商品とも売上高の大幅な増加により、製品原価率及び商品原価率

とも好転し、売上総利益は前事業年度比17.8％増の40億89百万円となりました。

販売費及び一般管理費につきましては、従来の営業活動方法を見直したことによる諸経費削減が

奏功したことで、全体としては１億３百万円増加の32億66百万円と前事業年度比で3.3％増に留め

ることが出来ました。

以上の結果、営業利益は前事業年度比167.7％増の８億23百万円（前事業年度３億７百万円）、経

常利益は168.5％増の８億59百万円（前事業年度３億20百万円）、法人税等調整額を88百万円減少

した結果、当期純利益は144.8％増の６億51百万円（前事業年度２億65百万円）の大幅な増収増益

決算となりました。

（２）当期の財政状態の概況

（資産）

流動資産は、86億67百万円となり、前事業年度末に比べて９億68百万円増加しました。これは主

に、現金及び預金が30百万円、受取手形が1億60百万円、たな卸資産が８億99百万円増加し、電子

記録債権が24百万円、売掛金が２億５百万円減少したこと等によるものです。

固定資産は、53億16百万円となり、前事業年度末に比べて８億59百万円増加しました。これは主

に、機械装置が５億77百万円、工具器具備品が26百万円、投資有価証券が２億55百万円増加したこ

と等によるものです。

この結果、当事業年度の総資産は、139億84百万円となり、前事業年度末に比べて18億27百万円増

加しました。

（負債）

流動負債は、63億72百万円となり、前事業年度末に比べて11億23百万円増加しました。これは主

に、電子記録債務が２億61百万円、買掛金が34百万円、短期借入金が４億円、１年内返済予定の長

期借入金が80百万円、未払費用が２億98百万円、未払法人税等が１億57百万円増加し、未払消費税

等が70百万円減少したこと等によるものです。

固定負債は、19億93百万円となり、前事業年度末と比べて52百万円減少しました。これは主に、

繰延税金負債が10百万円、退職給付引当金が35百万円減少したこと等によるものです。

この結果、当事業年度の負債合計は、83億65百万円となり、前事業年度末に比べて10億70百万増

加しました。

（純資産）

当事業年度の純資産合計は、56億19百万円となり、前事業年度に比べて７億57百万円増加しまし

た。これは主に、利益剰余金合計が５億79百万円、その他有価証券評価差額金が１億77百万円増加

したこと等によるものです。

この結果、自己資本比率は、前事業年度末の40.0％から40.2％となりました。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）については、税引前当期純
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利益８億49百万円、減価償却費５億37百万円、たな卸資産、仕入債務、未払費用の増加、売上債権

の減少、有形固定資産の取得、長期借入金の返済等の要因により、資金残高は、前事業年度末比で

30百万円増加の７億16百万円となりました。

当事業年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。

（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、７億62百万円（前事業年度比２億15百万円減）となりまし

た。これは主として、税引前当期純利益８億49百万円、減価償却費５億37百万円、たな卸資産の増

加９億円、仕入債務の増加３億３百万円、未払費用の増加２億98百万円、売上債権の減少63百万円

等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）

投資活動の結果、使用した資金は、11億31百万円（前事業年度比５億32百万円増）となりまし

た。これは主として、有形固定資産の取得による支出10億91百万円、無形固定資産の取得による支

出20百万円等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）

財務活動の結果、得られた資金は、３億99百万円（前事業年度比６億35百万円減）となりまし

た。これは主として、短期借入れによる収入４億円、長期借入れによる収入７億円、長期借入金の

返済による支出６億20百万円、配当金の支払額71百万円等によるものであります。

なお、当社のキャッシュ・フロー関連指標の推移は、下記のとおりです。

2019年３月期 2020年３月期 2021年３月期

自己資本比率（％） 40.2 40.0 40.2

時価ベースの自己資本比率（％） 42.6 89.3 52.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 636.1 304.2 451.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 27.1 61.3 49.3

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数をベースに計算しています。

（注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

（注３）有利子負債は、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。

（４）今後の見通し

今後のわが国につきましては、新型コロナウイルス感染拡大による一部の都府県を対象にした３

度目の緊急事態宣言が発令される中、感染力の高い変異株の流行も懸念され、感染拡大の収束は見

通せず、経済の先行きは依然不透明であります。

そのような環境の中、呼吸用保護具は、新型コロナウイルス等の感染症や地震、テロ等の各種災

害に対する危機管理対策や、各種社会インフラの整備改修等の需要により、今後も一定以上の受注

は維持するものと思われます。

当社といたしましては、製商品の安定供給と、ユーザーのニーズに応える新製品開発に引き続き

注力することで、労働安全衛生保護具の専門会社としての社会的責任、使命を果たしてまいりま

す。

以上のことから、次期業績予想は、売上高123億円（前事業年度比３億99百万円減）、営業利益５

億50百万円（前事業年度比２億73百万円減）、経常利益５億70百万円（前事業年度比２億89百万円
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減）、当期純利益４億円（前事業年度比２億51百万円減）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

当社は日本基準による非連結決算を実施しております。今後につきましては、国内他社のIFRS

（国際会計基準）採用動向等を踏まえた上で、適切に対応する体制の整備に努めてまいります。
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３．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 1,495,939 1,526,542

受取手形 643,141 803,166

電子記録債権 463,927 439,654

売掛金 2,152,921 1,947,398

商品及び製品 1,687,325 2,138,289

仕掛品 461,160 610,560

原材料及び貯蔵品 760,905 1,060,564

前払費用 28,582 39,992

未収入金 26 68,193

その他 5,307 34,406

貸倒引当金 △45 △1,292

流動資産合計 7,699,192 8,667,476

固定資産

有形固定資産

建物 3,052,023 3,130,307

減価償却累計額 △1,711,462 △1,796,660

建物（純額） 1,340,561 1,333,646

構築物 113,818 114,988

減価償却累計額 △89,534 △85,804

構築物（純額） 24,284 29,184

機械及び装置 3,845,369 4,552,523

減価償却累計額 △3,072,796 △3,202,338

機械及び装置（純額） 772,572 1,350,185

工具、器具及び備品 3,908,608 4,018,915

減価償却累計額 △3,381,263 △3,465,005

工具、器具及び備品（純額） 527,344 553,909

土地 823,663 823,663

リース資産 132,982 132,982

減価償却累計額 △101,754 △113,851

リース資産（純額） 31,227 19,131

有形固定資産合計 3,519,654 4,109,720

無形固定資産

ソフトウエア 93,644 81,686

電話加入権 6,757 6,757

リース資産 9,010 6,146

無形固定資産合計 109,411 94,590
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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)

投資その他の資産

投資有価証券 789,720 1,045,372

出資金 2,810 2,810

従業員に対する長期貸付金 3,080 2,240

長期前払費用 902 11,311

敷金 30,490 29,592

差入保証金 1,330 1,330

ゴルフ会員権 － 20,000

投資その他の資産合計 828,333 1,112,657

固定資産合計 4,457,399 5,316,968

資産合計 12,156,592 13,984,445

負債の部

流動負債

支払手形 53,944 61,712

電子記録債務 1,987,392 2,248,972

買掛金 943,816 977,903

短期借入金 900,000 1,300,000

1年内返済予定の長期借入金 620,000 700,000

リース債務 9,745 9,666

未払金 75,520 67,000

未払費用 213,063 511,788

前受金 48,834 12,281

未払法人税等 109,419 266,658

未払消費税等 70,111 －

預り金 18,622 20,196

賞与引当金 196,966 194,081

その他 1,490 1,867

流動負債合計 5,248,926 6,372,128

固定負債

長期借入金 1,420,000 1,420,000

リース債務 25,236 15,569

長期未払金 44,130 44,130

退職給付引当金 172,012 136,922

長期預り保証金 144,077 146,277

繰延税金負債 240,304 230,200

固定負債合計 2,045,759 1,993,099

負債合計 7,294,686 8,365,228
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 570,000 570,000

資本剰余金

資本準備金 272,577 272,577

資本剰余金合計 272,577 272,577

利益剰余金

利益準備金 142,500 142,500

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 510,794 502,715

別途積立金 1,792,000 1,792,000

繰越利益剰余金 1,181,102 1,769,121

利益剰余金合計 3,626,397 4,206,336

自己株式 △56,938 △56,938

株主資本合計 4,412,035 4,991,975

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 449,870 627,241

評価・換算差額等合計 449,870 627,241

純資産合計 4,861,905 5,619,216

負債純資産合計 12,156,592 13,984,445
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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 11,597,014 12,699,996

売上原価 8,126,716 8,610,873

売上総利益 3,470,297 4,089,122

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費合計 3,162,882 3,266,043

営業利益 307,414 823,078

営業外収益

受取利息 238 175

受取配当金 17,486 16,436

仕入割引 3,661 6,119

受取ロイヤリティー 33,223 51,409

その他 11,934 16,912

営業外収益合計 66,544 91,053

営業外費用

支払利息 15,712 15,325

売上割引 28,882 33,146

手形売却損 6,831 6,329

その他 2,468 1

営業外費用合計 53,895 54,803

経常利益 320,063 859,329

特別利益

補助金収入 36,700 －

特別利益合計 36,700 －

特別損失

固定資産除却損 10,200 9,999

特別損失合計 10,200 9,999

税引前当期純利益 346,562 849,329

法人税、住民税及び事業税 95,537 286,660

法人税等調整額 △14,881 △88,384

法人税等合計 80,656 198,276

当期純利益 265,906 651,053
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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
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 570,000 272,577 272,577 142,500 518,998 1,792,000 978,106 3,431,604

当期変動額

剰余金の配当 △71,113 △71,113

当期純利益 265,906 265,906

固定資産圧縮積立金

の取崩
△8,203 8,203 －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － － － △8,203 － 202,995 194,792

当期末残高 570,000 272,577 272,577 142,500 510,794 1,792,000 1,181,102 3,626,397

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 △56,938 4,217,243 518,399 518,399 4,735,643

当期変動額

剰余金の配当 △71,113 △71,113

当期純利益 265,906 265,906

固定資産圧縮積立金

の取崩
－ －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△68,529 △68,529 △68,529

当期変動額合計 － 194,792 △68,529 △68,529 126,262

当期末残高 △56,938 4,412,035 449,870 449,870 4,861,905
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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
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 570,000 272,577 272,577 142,500 510,794 1,792,000 1,181,102 3,626,397

当期変動額

剰余金の配当 △71,113 △71,113

当期純利益 651,053 651,053

固定資産圧縮積立金

の取崩
△8,079 8,079 －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － － － △8,079 － 588,019 579,939

当期末残高 570,000 272,577 272,577 142,500 502,715 1,792,000 1,769,121 4,206,336

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 △56,938 4,412,035 449,870 449,870 4,861,905

当期変動額

剰余金の配当 △71,113 △71,113

当期純利益 651,053 651,053

固定資産圧縮積立金

の取崩
－ －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

177,371 177,371 177,371

当期変動額合計 － 579,939 177,371 177,371 757,311

当期末残高 △56,938 4,991,975 627,241 627,241 5,619,216
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（４）キャッシュ・フロー計算書

(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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 346,562 849,329

減価償却費 494,843 537,721

固定資産除却損 10,200 9,997

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 1,246

賞与引当金の増減額（△は減少） 48,453 △2,885

退職給付引当金の増減額（△は減少） △30,748 △35,089

受取利息及び受取配当金 △17,724 △16,611

支払利息 15,712 15,325

手形売却損 6,831 6,329

売上債権の増減額（△は増加） △289,514 63,441

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,042 △900,023

仕入債務の増減額（△は減少） 284,841 303,435

未払費用の増減額（△は減少） 40,789 298,740

未払消費税等の増減額（△は減少） 22,897 △70,111

その他 6,328 △167,334

小計 952,512 893,511

利息及び配当金の受取額 17,724 16,633

利息の支払額 △15,952 △15,460

法人税等の支払額 △23,027 △131,840

法人税等の還付額 10,129 －

補助金の受取額 36,700 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 978,086 762,843

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 △540,517 △1,091,248

無形固定資産の取得による支出 △58,784 △20,942

貸付けによる支出 △560 △662

貸付金の回収による収入 2,449 1,379

投資その他の資産の増減額（△は増加） △2,006 △20,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △599,418 △1,131,473

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） △300,000 400,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △15,131 △9,745

長期借入れによる収入 700,000 700,000

長期借入金の返済による支出 △550,000 △620,000

配当金の支払額 △71,113 △71,021

財務活動によるキャッシュ・フロー △236,245 399,233

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 142,421 30,602

現金及び現金同等物の期首残高 543,417 685,839

現金及び現金同等物の期末残高 685,839 716,442
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（５）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。

(セグメント情報等)

　 当社の事業は、労働安全衛生保護具の製造販売の単一セグメントであるため、記載を省略して

　おります。

(持分法損益等)

　前事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

　 該当事項はありません。

　当事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

　 該当事項はありません。

(１株当たり情報)

１株当たり純資産額並びに１株当たり当期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。

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)

１株当たり純資産額 683 円 68 銭 790 円 17 銭

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)

１株当たり当期純利益 37 円 39 銭 91 円 55 銭

　(算定上の基礎)

当期純利益(千円) 265,906 651,053

普通株式に係る当期純利益（千円） 265,906 651,053

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式の期中平均株式数（千株） 7,111 7,111

（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。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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４．その他

(１) 販売の実績 （千円未満切捨)

金 額 構成比　％ 金 額 構成比　％ 金 額

防 毒 マ ス ク 2,832,963 24.5 2,833,008 22.4 45

防 じ ん マ ス ク 2,577,270 22.2 3,358,589 26.4 781,318

送 気 マ ス ク 396,399 3.4 396,149 3.1 △ 249

そ の 他 の
呼 吸 用 保 護 具

1,255,665 10.8 1,380,677 10.9 125,011

そ の 他 443,754 3.8 434,455 3.4 △ 9,298

小 計 7,506,053 64.7 8,402,880 66.2 896,827

（ う ち 輸 出 額 ） (975,211) (8.4) (1,396,037) (11.0) (420,825)

自 給 式 呼 吸 器 2,575,144 22.2 2,565,488 20.2 △ 9,656

送 気 マ ス ク 28,390 0.2 44,273 0.4 15,883

酸素計・ガス検知器 157,846 1.4 132,388 1.0 △ 25,457

そ の 他 1,329,580 11.5 1,554,964 12.2 225,384

小 計 4,090,960 35.3 4,297,115 33.8 206,154

（ う ち 輸 出 額 ） (17,077) (0.2) (11,996) (0.1) (△ 5,081)

11,597,014 100.0 12,699,996 100.0 1,102,981

(992,289) (8.6) (1,408,033) (11.1) (415,744)

　主要製品の受注状況

　当社は、概ね見込生産を行っておりますので、記載を省略しております。

（うち輸出額）

第７４期

製

品

商

品

　至　2020年 3月31日）

（自　2019年 4月 1日　
区 分

合 計

増 減

　至　2021年 3月31日）

（自　2020年 4月 1日　

第７５期

㈱重松製作所（7980）2021年３月期決算短信（非連結）

－13－



  

（２） 役員の異動（２０２１年 ６月２９日付） 

   

① 退任予定取締役 

   

木立 誠   （現 取締役営業部長） 

     なお、同日付で理事営業部長に就任予定であります。 

 

 櫻井 喜宣  （現 取締役品質保証部長兼社長付主任研究員） 

      なお、同日付で理事品質保証部長兼社長付主任研究員兼埼玉事業所長に

就任予定であります。 

 

② 理事の異動             

 

理事填実部長兼発送部長  大久保 幸夫  （現 理事填実部長兼発送部長 

兼埼玉事業所長） 

           

以上 
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