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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 43,073 8.1 3,396 14.2 3,177 14.1 2,312 45.9

2020年3月期 39,846 9.8 2,974 74.7 2,784 60.1 1,584 42.0

（注）包括利益 2021年3月期　　2,505百万円 （51.0％） 2020年3月期　　1,658百万円 （43.8％）

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 330.25 ― 15.4 7.8 7.9

2020年3月期 224.12 ― 12.0 8.0 7.5

（参考） 持分法投資損益 2021年3月期 4百万円 2020年3月期 6百万円

(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 40,025 18,971 40.4 2,307.85

2020年3月期 41,895 15,997 33.1 1,979.13

（参考） 自己資本 2021年3月期 16,157百万円 2020年3月期 13,856百万円

(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 5,099 △505 △3,758 4,516

2020年3月期 △731 △4,218 4,658 3,650

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 ― 12.50 ― 17.50 30.00 211 13.4 1.6

2021年3月期 ― 12.50 ― 20.50 33.00 231 10.0 1.5

2022年3月期(予想) ― 12.50 ― 17.50 30.00 12.0

(注) 2021年３月期期末配当金の内訳 　普通配当17円50銭　　記念配当３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) 19,700 3.6 780 △11.5 780 △8.0 500 4.7 71.42

通期 45,000 4.5 2,500 △26.4 2,500 △21.3 1,750 △24.3 249.96



※ 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 7,181,812 株 2020年3月期 7,181,812 株

② 期末自己株式数 2021年3月期 180,624 株 2020年3月期 180,624 株

③ 期中平均株式数 2021年3月期 7,001,188 株 2020年3月期 7,070,696 株

（参考）個別業績の概要

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 33,001 △6.9 2,563 △3.2 2,948 15.8 2,119 24.3

2020年3月期 35,455 6.3 2,648 65.1 2,544 48.2 1,705 46.9

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
円 銭 円 銭

2021年3月期 302.78 ―

2020年3月期 241.24 ―

(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 29,684 13,766 46.4 1,966.25

2020年3月期 30,774 11,789 38.3 1,683.97

（参考） 自己資本 2021年3月期 13,766百万円 2020年3月期 11,789百万円

※ 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、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。上記予想に関連する事項につきましては、添付資料４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（2020年４月１日から2021年３月31日まで）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の

影響により、年度前半は厳しい状況で推移しましたが、年度後半にかけては輸出や生産、設備投資などを中心に持ち

直しの動きはみられたものの、年明けには緊急事態宣言が再発出され、社会経済活動が再び一部制限されるなど、先

行きは依然として不透明な状況で推移しました。

当社グループの属する防災業界におきましても、新型コロナウイルス感染症による業績への影響が懸念される状況

にはありますが、防災・減災を目的とした公共事業や都市部の大規模再開発等による需要拡大への期待感は尚、継続

しているように見受けられます。

このような経済状況のもと、当社グループは、引き続き自動火災報知設備から消火設備、消火器そして消防自動車

までを広くカバーする総合防災企業としての立ち位置を更に強化しつつ、製品ラインナップの拡充を図り積極的な営

業活動を推進してまいりました。また、各種防災設備の設計・施工、消火器及び消防自動車等の製造そしてそれらの

メンテナンスを通じて、世の中に高度な安心・安全を提供し、より良質な社会インフラを構築するという社会的使命

を果たすべく、グループ一丸となって注力しております。

このような状況のもと、当社グループの当連結会計年度の売上高は43,073百万円（前連結会計年度比3,226百万円

増加）となりました。利益につきましては、営業利益3,396百万円（同421百万円増加）、経常利益3,177百万円（同

392百万円増加）、親会社株主に帰属する当期純利益2,312百万円（同727百万円増加）となりました。

当社グループは、各種防災設備の設計・施工・保守点検、消火器及び消火設備、消防自動車、自動火災報知設備の

製造・販売、防災関連用品の仕入・販売等、幅広く防災にかかわる事業を行っており、単一セグメントであるため、

業績については営業種目別に記載しております。

営業種目別の業績は、次のとおりであります。

① 防災設備事業

当連結会計年度は、採算性の良い案件受注に努めてきた結果に加え、プラント施設の工事案件増加及び消火設備

用機器・製品の販売が増加したこと等により、売上高は24,074百万円（前連結会計年度比3,923百万円増加）とな

りました。売上総利益につきましては、5,744百万円（同1,038百万円増加）となりました。

② メンテナンス事業

当連結会計年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、顧客による改修・補修工事のスケジュール見

直し、あるいは設備点検の先送り等により、売上高は8,043百万円（同306百万円減少）となりました。売上総利益

につきましては、3,107百万円（同138百万円減少）となりました。

　　③ 商品事業

当連結会計年度は、小型工事案件の引き合いが好調だったこと等により、売上高は8,928百万円（同140百万円増

加）となりました。売上総利益につきましては、1,281百万円（同78百万円増加）となりました。

④ 車輌事業

当連結会計年度は、大型車輌及び特殊車輌の納入が前年度より減少したこと等により、売上高は2,027百万円

（同530百万円減少）となりました。売上総利益につきましては、168百万円（同106百万円減少）となりました。
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(2）当期の財政状態の概況

当連結会計年度末の資産合計は、40,025百万円（前連結会計年度末比1,870百万円減少）となりました。

流動資産は、24,939百万円（同1,824百万円減少）となりました。主な内容は、現金及び預金4,516百万円（同866

百万円増加）、受取手形、売掛金及び完成工事未収入金12,523百万円（同1,822百万円減少）、電子記録債権2,540百

万円（同380百万円減少）、商品及び製品1,979百万円（同59百万円減少）、仕掛品1,373百万円（同155百万円減

少）,原材料及び貯蔵品1,538百万円（同228百万円減少）等であります。

固定資産は、15,085百万円（同45百万円減少）となりました。主な内容は、有形固定資産8,955百万円（同111百万

円増加）、のれん1,178百万円（同175百万円減少）等であります。

負債合計は、21,053百万円（同4,844百万円減少）となりました。

流動負債は、16,579百万円（同3,118百万円減少）となりました。主な内容は、支払手形、買掛金及び工事未払金

6,289百万円（同552百万円減少）、短期借入金3,384百万円（同2,790百万円減少）、未成工事受入金1,129百万円

（同137百万円増加）等であります。

固定負債は、4,473百万円（同1,725百万円減少）となりました。主な内容は、社債1,200百万円（同640百万円減

少）、長期借入金1,363百万円（同1,129百万円減少）、繰延税金負債238百万円（同19百万円増加）等であります。

純資産合計は、18,971百万円（同2,974百万円増加）となりました。主な内容は、配当金の支払210百万円及び親会

社株主に帰属する当期純利益2,312百万円を計上したことによる利益剰余金が11,451百万円（同2,102百万円増加）、

非支配株主持分2,814百万円（同673百万円増加）等であります。

これらの結果、当連結会計期間末における自己資本比率は40.4％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の残高は、4,516百万円となり、前連結会計年度末から866百万円

増加しました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

営業活動におけるキャッシュ・フローは、5,099百万円の収入（前連結会計年度は731百万円の支出）となりまし

た。主な収入は、税金等調整前当期純利益3,322百万円、減価償却費676百万円、売上債権の減少2,221百万円等で

あり、主な支出は、利息の支払額221百万円、法人税等の支払額965百万円等であります。

投資活動におけるキャッシュ・フローは、505百万円の支出（同4,218百万円の支出）となりました。主な収入

は、有形固定資産の売却による収入33百万円、敷金及び保証金の回収による収入119百万円等であり、主な支出

は、有形固定資産の取得による支出652百万円、保険積立金の積立による支出５百万円等であります。

財務活動におけるキャッシュ・フローは、3,758百万円の支出（同4,658百万円の収入）となりました。主な収入

は、社債の発行による収入1,182百万円等であり、主な支出は、短期借入金の減少3,590百万円、長期借入金の返済

による支出577百万円、社債の償還による支出739百万円等であります。
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(4）今後の見通し

足元のわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により厳しい状況にあるなかで、各種政策の効果や

海外経済の改善による持ち直しが期待されておりますが、引き続き感染症の動向が内外経済に与えるリスクが懸念さ

れ、景気の先行きは厳しい状況が続くものと思われます。

当社グループの属する消火・防災業界におきましても、なお予断を許さない状況が継続するものと想定されます

が、大都市圏を中心とした大規模再開発案件、さらには社会全般における防災意識の高まり等、需要喚起の要因もみ

られます。

当社グループを取り巻く事業環境、ビジネスの裾野は広がっており、当社グループは、自動火災報知設備から消火

設備、消火器、消防自動車まで、お客様の防災にかかわるすべてのニーズにワンストップで応えることができる総合

防災企業として、世の中に安心・安全を提供するとともに、環境に配慮した、より質の高い社会インフラの構築に貢

献してまいります。

次期（2022年３月期）の連結決算見通しにつきましては、売上高45,000百万円、営業利益2,500百万円、経常利益

2,500百万円、親会社株主に帰属する当期純利益1,750百万円、１株当たり当期純利益249円96銭をそれぞれ見込んで

おります。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、今後状況が大きく変化し、業績予想修正の必要が生じた場

合には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、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと認識しており、経営成績の向上及び経営基盤の強化を

図りつつ、安定した株主配当を継続して実施していくことを、配当政策の基本方針としております。

また、当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余

金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であり、「取締役会の決議によ

り、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

内部留保資金につきましては、経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応

える製造及び開発体制を強化することを目的として、有効投資を実施してまいります。

当事業年度の配当につきましては、2021年６月に上場10周年を迎えることを記念して、株主の皆様のご支援に対し

感謝の意を表するため、１株当たり17円50銭の普通配当に加え、３円00銭の記念配当を実施し、１株当たり期末配当

金を20円50銭とすることを、2021年６月25日開催の定時株主総会に付議する予定であります。これにより、すでに実

施しております中間配当12円50銭を含めた年間配当金は33円00銭となる予定です。

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、日本基準で連結財

務諸表を作成する方針であります。

　なお、国際会計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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（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 3,650,528 4,516,905

受取手形、売掛金及び完成工事未収入金 14,345,921 12,523,773

電子記録債権 2,921,268 2,540,690

商品及び製品 2,038,439 1,979,426

仕掛品 1,529,219 1,373,822

原材料及び貯蔵品 1,766,958 1,538,541

未成工事支出金 208,917 246,017

その他 322,594 240,888

貸倒引当金 △19,931 △20,254

流動資産合計 26,763,913 24,939,810

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,336,636 5,584,634

減価償却累計額 △1,595,276 △1,788,893

建物及び構築物（純額） 3,741,359 3,795,741

機械装置及び運搬具 3,532,255 3,905,395

減価償却累計額 △2,050,558 △2,369,589

機械装置及び運搬具（純額） 1,481,696 1,535,806

工具、器具及び備品 1,138,959 1,187,445

減価償却累計額 △917,060 △937,742

工具、器具及び備品（純額） 221,898 249,703

土地 3,142,890 3,171,119

建設仮勘定 152,532 103,911

その他 305,794 338,975

減価償却累計額 △201,857 △239,596

その他（純額） 103,937 99,379

有形固定資産合計 8,844,315 8,955,660

無形固定資産

のれん 1,354,069 1,178,265

ソフトウエア 70,360 53,822

その他 32,041 17,299

無形固定資産合計 1,456,470 1,249,387

投資その他の資産

投資有価証券 1,205,408 1,301,256

長期貸付金 2,676,000 2,934,000

繰延税金資産 343,507 139,458

その他 785,137 624,559

貸倒引当金 △179,564 △119,021

投資その他の資産合計 4,830,489 4,880,252

固定資産合計 15,131,275 15,085,301

資産合計 41,895,188 40,025,111

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：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、買掛金及び工事未払金 6,841,993 6,289,345

電子記録債務 1,942,720 1,915,516

短期借入金 6,174,543 3,384,316

１年内償還予定の社債 767,742 740,671

１年内返済予定の長期借入金 567,126 470,000

未払法人税等 607,987 510,891

未成工事受入金 992,233 1,129,239

賞与引当金 652,274 591,276

役員賞与引当金 19,134 13,872

完成工事補償引当金 72,071 67,844

修繕引当金 14,000 14,000

その他 1,046,585 1,452,607

流動負債合計 19,698,412 16,579,583

固定負債

社債 1,840,084 1,200,000

長期借入金 2,493,560 1,363,970

役員退職慰労引当金 153,447 160,862

修繕引当金 36,000 -

退職給付に係る負債 1,029,707 941,850

繰延税金負債 218,928 238,153

その他 427,745 568,864

固定負債合計 6,199,473 4,473,700

負債合計 25,897,886 21,053,283

純資産の部

株主資本

資本金 700,549 700,549

資本剰余金 3,620,607 3,620,607

利益剰余金 9,349,514 11,451,627

自己株式 △256,859 △256,859

株主資本合計 13,413,812 15,515,925

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 407,410 473,909

為替換算調整勘定 △4,123 49,631

退職給付に係る調整累計額 39,155 118,244

その他の包括利益累計額合計 442,441 641,785

非支配株主持分 2,141,047 2,814,117

純資産合計 15,997,301 18,971,828

負債純資産合計 41,895,188 40,025,111
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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)

売上高 39,846,863 43,073,810

売上原価 30,416,665 32,771,670

売上総利益 9,430,197 10,302,139

販売費及び一般管理費 6,455,368 6,905,823

営業利益 2,974,829 3,396,316

営業外収益

受取利息 4,544 19,154

受取配当金 29,183 34,457

持分法による投資利益 6,176 4,869

為替差益 - 179,110

受取保険金 199 56,928

修繕引当金戻入額 - 23,570

助成金収入 6,000 -

その他 37,875 68,365

営業外収益合計 83,980 386,456

営業外費用

支払利息 19,561 222,001

社債発行費 - 15,676

為替差損 237,295 -

新株予約権評価差額 - 222,086

事務所移転費用 13,220 4,072

その他 3,918 141,655

営業外費用合計 273,995 605,492

経常利益 2,784,814 3,177,279

特別利益

固定資産売却益 4,270 1,425

関係会社株式売却益 - 226,781

特別利益合計 4,270 228,207

特別損失

固定資産除売却損 382 14,844

投資有価証券評価損 116,663 -

段階取得に係る差損 246,879 -

災害による損失 28,482 68,543

特別損失合計 392,407 83,388

税金等調整前当期純利益 2,396,677 3,322,098

法人税、住民税及び事業税 974,845 966,362

法人税等調整額 △162,878 71,517

法人税等合計 811,967 1,037,879

当期純利益 1,584,710 2,284,219

非支配株主に帰属する当期純損失（△） - △27,929

親会社株主に帰属する当期純利益 1,584,710 2,312,148

（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　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 1,584,710 2,284,219

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 114,006 66,499

為替換算調整勘定 18,369 93,718

退職給付に係る調整額 △58,177 61,012

その他の包括利益合計 74,199 221,230

包括利益 1,658,909 2,505,449

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,658,909 2,511,492

非支配株主に係る包括利益 － △6,042

（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 700,549 3,620,607 7,977,239 △116,139 12,182,258

当期変動額

剰余金の配当 △212,435 △212,435

親会社株主に帰属する当期
純利益

1,584,710 1,584,710

自己株式の取得 △140,720 △140,720

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － － 1,372,274 △140,720 1,231,554

当期末残高 700,549 3,620,607 9,349,514 △256,859 13,413,812

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

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 293,403 △22,493 97,332 368,242 － 12,550,500

当期変動額

剰余金の配当 △212,435

親会社株主に帰属する当期
純利益

1,584,710

自己株式の取得 △140,720

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

114,006 18,369 △58,177 74,199 2,141,047 2,215,246

当期変動額合計 114,006 18,369 △58,177 74,199 2,141,047 3,446,801

当期末残高 407,410 △4,123 39,155 442,441 2,141,047 15,997,301

（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）
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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 700,549 3,620,607 9,349,514 △256,859 13,413,812

当期変動額

剰余金の配当 △210,035 △210,035

親会社株主に帰属する当期
純利益

2,312,148 2,312,148

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 - - 2,102,112 - 2,102,112

当期末残高 700,549 3,620,607 11,451,627 △256,859 15,515,925

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

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 407,410 △4,123 39,155 442,441 2,141,047 15,997,301

当期変動額

剰余金の配当 △210,035

親会社株主に帰属する当期
純利益

2,312,148

自己株式の取得

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

66,499 53,755 79,089 199,343 673,069 872,413

当期変動額合計 66,499 53,755 79,089 199,343 673,069 2,974,526

当期末残高 473,909 49,631 118,244 641,785 2,814,117 18,971,828

当連結会計年度（自2020年４月１日　至2021年３月31日）
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（単位：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 2,396,677 3,322,098

減価償却費 489,000 676,843

のれん償却額 158,519 181,065

貸倒引当金の増減額（△は減少） △754 △60,574

賞与引当金の増減額（△は減少） △160,239 △60,998

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,661 △5,262

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 9,686 △4,226

修繕引当金の増減額（△は減少） 2,000 △36,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 19,455 7,415

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 105,267 △90,905

固定資産除売却損益（△は益） △3,888 13,419

受取利息及び受取配当金 △33,728 △53,611

支払利息 19,561 222,001

受取保険金 △199 △59,141

持分法による投資損益（△は益） △6,176 △4,869

投資有価証券評価損益（△は益） 116,663 －

段階取得に係る差損益（△は益） 246,879 －

売上債権の増減額（△は増加） △2,302,049 2,221,120

たな卸資産の増減額（△は増加） △269,485 434,906

未成工事支出金の増減額（△は増加） 26,088 △37,099

未成工事受入金の増減額（△は減少） △222,248 137,006

仕入債務の増減額（△は減少） △344,231 △586,120

未払金の増減額（△は減少） △15,490 △61,806

未払消費税等の増減額（△は減少） △38,163 △41,703

その他 36,397 61,576

小計 225,880 6,175,134

利息及び配当金の受取額 31,694 51,940

利息の支払額 △20,199 △221,281

保険金の受取額 199 59,141

法人税等の支払額 △969,353 △965,379

営業活動によるキャッシュ・フロー △731,778 5,099,554

（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　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)

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 △379,943 △652,727

有形固定資産の売却による収入 13,310 33,581

無形固定資産の取得による支出 △32,551 △8,021

投資有価証券の取得による支出 △952,650 －

貸付けによる支出 △2,815,300 －

保険積立金の積立による支出 △7,494 △5,584

保険積立金の解約による収入 2,129 11,032

敷金及び保証金の差入による支出 △105,424 △24,808

敷金及び保証金の回収による収入 5,769 119,503

その他 53,894 21,931

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,218,259 △505,091

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） 3,760,000 △3,590,035

長期借入れによる収入 1,790,524 181,630

長期借入金の返済による支出 △500,524 △577,901

社債の発行による収入 － 1,182,756

社債の償還による支出 － △739,919

リース債務の返済による支出 △38,205 △4,890

自己株式の取得による支出 △140,720 －

配当金の支払額 △212,435 △210,035

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,658,638 △3,758,395

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,883 30,309

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △301,282 866,377

現金及び現金同等物の期首残高 3,669,631 3,650,528

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 282,178 －

現金及び現金同等物の期末残高 3,650,528 4,516,905
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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。

（セグメント情報）

前連結会計年度（自2019年４月１日　至2020年３月31日）

　当社グループは、各種防災設備の設計・施工・保守点検、消火器及び消防自動車の製造・販売、防災用品の仕

入・販売等の防災事業を行っており、単一セグメントに属しているため、事業の種類別セグメント情報は記載を省

略しております。

　　　当連結会計年度（自2020年４月１日　至2021年３月31日）

　当社グループは、各種防災設備の設計・施工・保守点検、消火器及び消防自動車の製造・販売、防災用品の仕

入・販売等の防災事業を行っており、単一セグメントに属しているため、事業の種類別セグメント情報は記載を省

略しております。

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　2019年４月１日

至　2021年３月31日）

１株当たり純資産額

　

1,979.13円

１株当たり当期純利益金額 224.12円

　

１株当たり純資産額

　

2,307.85円

１株当たり当期純利益金額 330.25円

　
  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

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）

 純資産の部の合計額（千円） 15,997,301 18,971,828

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 2,141,047 2,814,117

（うち非支配株主持分（千円）） （2,141,047） （2,814,117）

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 13,856,254 16,157,711

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数（株）
7,001,188 7,001,188

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金額（千円） 　1,584,710 　2,312,148

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

当期純利益金額（千円）
　1,584,710 　2,312,148

期中平均株式数（株） 7,070,696 7,001,188

（１株当たり情報）

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　　　　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。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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