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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 23,110 △11.6 616 △49.1 893 △4.9 651 4.2

2020年3月期 26,155 △12.8 1,210 △43.3 939 △54.6 624 △51.6

（注）包括利益 2021年3月期　　1,054百万円 （388.9％） 2020年3月期　　215百万円 （△71.6％）

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 158.74 ― 3.8 2.5 2.7

2020年3月期 152.28 ― 3.7 2.6 4.6

（参考） 持分法投資損益 2021年3月期 13百万円 2020年3月期 27百万円

(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 36,065 18,902 48.1 4,225.13

2020年3月期 35,742 18,207 46.7 4,072.33

（参考） 自己資本 2021年3月期 17,334百万円 2020年3月期 16,709百万円

(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 3,020 △629 △998 5,221

2020年3月期 2,448 △1,625 △597 3,982

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 ― 0.00 ― 80.00 80.00 328 52.5 2.0

2021年3月期 ― 0.00 ― 80.00 80.00 328 50.4 1.9

2022年3月期(予想) ― 0.00 ― 80.00 80.00 41.0

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) 13,500 30.6 700 788.0 600 316.4 400 148.0 97.50

通期 27,500 19.0 1,400 127.0 1,300 45.4 800 22.8 194.99



※ 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 4,510,676 株 2020年3月期 4,510,676 株

② 期末自己株式数 2021年3月期 407,965 株 2020年3月期 407,560 株

③ 期中平均株式数 2021年3月期 4,102,881 株 2020年3月期 4,103,256 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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等は、【添付資料】３
ページ「１．経営成績等の概況　（４）今後の見通し」をご覧下さい。
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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拡大の影響で、個人消費や企業活動が急激に停

滞し、一時、回復の兆しがみられたものの、感染の再拡大により、依然として厳しい状況で推移しております。世

界経済におきましても、回復基調は見られるものの、新型コロナウイルス感染症の世界的収束の目途は見えず、先

行き不透明な状況となっております。

このような状況のもとでありますが、当社グループの連結子会社がある中国では、新型コロナウイルス感染症の

早期ピークアウトにより、いち早く経済活動が回復し、油圧の需要が堅調に推移しました。また、インドでも当第

３四半期より、油圧の需要が回復局面に向かっております。

当連結会計年度の実績といたしましては、売上高は231億１千万円（前年同期比11.6％減）、営業利益は６億１

千６百万円（前年同期比49.1％減）、経常利益は８億９千３百万円（前年同期比4.9％減）、親会社株主に帰属す

る当期純利益は６億５千１百万円（前年同期比4.2％増）となりました。

当社グループでは、中長期の持続的な成長を目指す取組みとして、３ヵ年計画の中期経営計画「３Ｇ

Action2021 ～Challenge the Next Stage～ 」を2019年度よりスタートさせ、この期間を次の10年に向けた更なる

飛躍のための成長フェーズとして位置づけ、海外展開の着実な推進とグループ総合力を活かした生産力の強化に取

り組んでおります。具体的には、①今後、旺盛な油圧需要の捕捉が期待できるインド、北米、東南アジア地域での

拡販体制の確立と戦略製品の開発、②日本およびインド、台湾、中国の海外生産拠点の連携強化によるグローバル

な最適生産体制の構築などを通じて、当社グループとしての競争力を一層強化し、環境変化の中でも利益成長でき

る油圧総合メーカグループを目指してまいります。

（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、前連結会計年度末から３億２千２百万円増加し、360億６千５百万円となりま

した。主な増減は、流動資産では、現金及び預金の増加12億３千８百万円、受取手形及び売掛金の減少８億６千１

百万円、棚卸資産の減少６億７千７百万円等、固定資産では、無形固定資産の減少３千５百万円、投資有価証券の

増加３億１千万円、繰延税金資産の減少７千２百万円等であります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べて３億７千２百万円減少し、171億６千３百万円となりました。増減の主

なものは、流動負債では、支払手形及び買掛金の減少３億４千２百万円、短期借入金の減少８億４千万円、１年以

内返済予定の長期借入金の増加１億３千５百万円等、固定負債では、長期借入金の増加１億８千５百万円等であり

ます。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて６億９千４百万円増加し、189億２百万円となりました。主な増減は、

利益剰余金の増加３億２千３百万円、その他有価証券評価差額金の増加２億８千８百万円等であります。自己資本

比率は、前連結会計年度末に比べ1.4ポイント増加し、48.1％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は、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローにより減少し

たものの、営業活動によるキャッシュ・フローにより増加したため、52億２千１百万円（前連結会計年度末比31.1

％増）となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前当期純利益９億４千３百万円、売上債権

の減少９億４千万円、たな卸資産の減少７億３千１百万円、仕入債務の減少３億７千万円等であります。その結

果、営業活動によるキャッシュ・フローは30億２千万円の収入となり、前年同期に比べ５億７千２百万円収入が増

加しております。

投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出10億４千３百万円、有

形固定資産の売却による収入５億１千７百万円等であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは６

億２千９百万円の支出となり、前年同期に比べ９億９千５百万円支出が減少しております。
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財務活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、短期借入金の純減額８億７千７百万円、長期借入れに

よる収入14億円、長期借入金の返済による支出10億８千６百万円、配当金の支払いによる支出３億２千７百万円等

であります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは９億９千８百万円の支出となり、前年同期に比べ４

億１百万円支出が増加しております。

当社は、取引銀行４行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結しており、コミットメントの

総額は40億円、当連結会計年度末のコミットメントラインの借入未実行残高は30億８千万円となっております。

　(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月期 2021年３月期

自己資本比率(％) 42.9 43.8 45.4 46.7 48.1

時価ベースの自己資本比率
(％)

26.5 30.8 18.6 16.3 19.5

キャッシュ・フロー対有利
子負債比率(年)

3.2 4.3 4.7 2.7 2.0

インタレスト・カバレッ
ジ・レシオ(倍)

12.8 8.2 7.6 11.5 16.1

　 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／営業キャッシュ・フロー

　 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

＊各指標はいずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

2018年３月期より会計方針の変更を行っており、2017年３月期については、当該会計方針の変更を反映し

た遡及適用後の数値を記載しております。

＊株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

＊営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。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。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息支払額を使

用しております。

（４）今後の見通し

今後の見通しにつきましては、世界経済は、新型コロナウイルスのワクチン接種による感染拡大の収束が期待さ

れるものの、ワクチン接種の普及ペースや今後の感染拡大状況に地域差が生じるものと推測されます。加えて、米

中対立の長期化など世界経済の動向は依然として不透明な状況にあり、経済活動の本格的な回復には時間を要する

ものと考えております。

2022年３月期の見通しにつきましては、第２四半期累計は、売上高135億円、営業利益７億円、経常利益６億円、

親会社株主に帰属する四半期純利益４億円、通期は、売上高275億円、営業利益14億円、経常利益13億円、親会社

株主に帰属する当期純利益８億円を予想しております。

新型コロナウイルス感染拡大の影響については、今後の感染拡大の状況や収束時期を判断することは、不確実性

が大きく非常に困難でありますが、当社グループでは、感染防止対策を行いつつ、ほぼ通常稼働しており、事業活

動への影響は限定的であり、当社グループの事業に著しい影響を与えるものではないと仮定しております。

業績予想は、現時点において入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によ

って予想数値と異なる可能性があります。また、今後、業績予想の修正の必要性が生じた場合には、速やかに開示

してまいります。

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、日本基準により連結財務諸表を作成しておりますが、国際会計基準の適用につきましては、国

内他社の適用動向等を考慮の上、検討を進めてまいります。
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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 4,123,634 5,362,351

受取手形及び売掛金 10,506,978 9,645,781

商品及び製品 3,388,304 2,847,695

仕掛品 925,640 1,053,678

原材料及び貯蔵品 2,957,574 2,692,800

未収入金 218,863 398,663

その他 666,370 839,012

貸倒引当金 △75,971 △68,196

流動資産合計 22,711,395 22,771,787

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 8,084,880 8,225,200

減価償却累計額 △5,824,249 △5,969,480

建物及び構築物（純額） 2,260,631 2,255,720

機械装置及び運搬具 11,310,129 11,747,071

減価償却累計額 △8,110,738 △8,480,301

機械装置及び運搬具（純額） 3,199,391 3,266,769

工具、器具及び備品 2,392,391 2,530,002

減価償却累計額 △1,836,340 △2,002,298

工具、器具及び備品（純額） 556,050 527,704

土地 1,219,902 1,228,344

リース資産 236,588 243,974

減価償却累計額 △76,646 △108,554

リース資産（純額） 159,942 135,420

建設仮勘定 216,075 214,271

有形固定資産合計 7,611,994 7,628,230

無形固定資産

リース資産 246,621 186,601

ソフトウエア 68,712 50,359

その他 28,785 72,052

無形固定資産合計 344,119 309,013

投資その他の資産

投資有価証券 2,750,501 3,061,417

繰延税金資産 1,882,007 1,809,410

破産更生債権等 4,393 6,080

その他 442,019 484,867

貸倒引当金 △3,643 △5,330

投資その他の資産合計 5,075,278 5,356,445

固定資産合計 13,031,392 13,293,689

資産合計 35,742,788 36,065,476
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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 4,637,593 4,295,475

短期借入金 2,830,115 1,989,526

1年内返済予定の長期借入金 878,663 1,013,863

リース債務 70,120 66,029

未払金 386,800 321,542

未払法人税等 10,504 177,444

未払費用 382,414 338,719

賞与引当金 312,576 334,338

その他 1,116,163 1,608,529

流動負債合計 10,624,951 10,145,469

固定負債

長期借入金 2,780,790 2,966,740

リース債務 146,481 96,268

長期未払金 4,446 4,159

退職給付に係る負債 3,973,414 3,946,008

環境対策引当金 719 -

資産除去債務 4,557 4,596

固定負債合計 6,910,409 7,017,773

負債合計 17,535,361 17,163,242

純資産の部

株主資本

資本金 4,109,101 4,109,101

資本剰余金 3,881,105 3,881,105

利益剰余金 9,853,679 10,176,741

自己株式 △1,038,433 △1,039,011

株主資本合計 16,805,452 17,127,937

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 392,323 680,813

為替換算調整勘定 △141,577 △225,651

退職給付に係る調整累計額 △346,969 △248,592

その他の包括利益累計額合計 △96,224 206,568

非支配株主持分 1,498,198 1,567,727

純資産合計 18,207,426 18,902,233

負債純資産合計 35,742,788 36,065,476
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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 26,155,262 23,110,593

売上原価 19,384,966 17,590,978

売上総利益 6,770,295 5,519,615

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 367,725 303,820

広告宣伝費 39,211 18,869

役員報酬 162,420 153,211

給料及び賞与 1,773,311 1,630,360

賞与引当金繰入額 327,657 271,340

福利厚生費 561,854 528,382

退職給付費用 136,409 141,657

減価償却費 170,183 187,071

賃借料 290,874 277,426

旅費及び交通費 266,668 136,179

研究開発費 362,452 329,049

その他 1,100,532 925,641

販売費及び一般管理費合計 5,559,302 4,903,009

営業利益 1,210,993 616,605

営業外収益

受取利息 55,694 38,356

受取配当金 51,020 42,365

持分法による投資利益 27,338 13,445

為替差益 - 48,033

貸倒引当金戻入額 13,471 5,148

受取家賃 23,140 22,797

雇用調整助成金 - 239,715

補助金収入 - 48,119

雑収入 75,103 73,606

営業外収益合計 245,768 531,589

営業外費用

支払利息 215,373 186,973

為替差損 176,362 -

たな卸資産処分損 50,176 34,849

手形売却損 138 255

雑損失 75,097 32,194

営業外費用合計 517,148 254,272

経常利益 939,613 893,921
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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 2,323 88,607

投資有価証券売却益 10,516 -

特別利益合計 12,840 88,607

特別損失

投資有価証券評価損 2,499 38,100

固定資産売却損 4,084 1,208

特別損失合計 6,584 39,309

税金等調整前当期純利益 945,869 943,220

法人税、住民税及び事業税 193,231 233,332

法人税等調整額 71,055 △7,075

法人税等合計 264,287 226,256

当期純利益 681,582 716,964

非支配株主に帰属する当期純利益 56,753 65,652

親会社株主に帰属する当期純利益 624,828 651,311
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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 681,582 716,964

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △316,941 288,490

為替換算調整勘定 △195,913 △49,228

退職給付に係る調整額 46,976 98,377

その他の包括利益合計 △465,878 337,638

包括利益 215,704 1,054,602

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 224,527 954,104

非支配株主に係る包括利益 △8,822 100,498
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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 4,109,101 3,881,105 9,557,127 △1,037,860 16,509,473

当期変動額

剰余金の配当 △328,276 △328,276

親会社株主に帰属す

る当期純利益
624,828 624,828

自己株式の取得 △572 △572

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

-

当期変動額合計 - - 296,551 △572 295,979

当期末残高 4,109,101 3,881,105 9,853,679 △1,038,433 16,805,452

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 709,264 △11,240 △393,946 304,077 1,609,781 18,423,333

当期変動額

剰余金の配当 - △328,276

親会社株主に帰属す

る当期純利益
- 624,828

自己株式の取得 - △572

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△316,941 △130,336 46,976 △400,301 △111,583 △511,885

当期変動額合計 △316,941 △130,336 46,976 △400,301 △111,583 △215,906

当期末残高 392,323 △141,577 △346,969 △96,224 1,498,198 18,207,426
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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 4,109,101 3,881,105 9,853,679 △1,038,433 16,805,452

当期変動額

剰余金の配当 △328,249 △328,249

親会社株主に帰属す

る当期純利益
651,311 651,311

自己株式の取得 △578 △578

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

-

当期変動額合計 - - 323,062 △578 322,484

当期末残高 4,109,101 3,881,105 10,176,741 △1,039,011 17,127,937

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 392,323 △141,577 △346,969 △96,224 1,498,198 18,207,426

当期変動額

剰余金の配当 - △328,249

親会社株主に帰属す

る当期純利益
- 651,311

自己株式の取得 - △578

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

288,490 △84,074 98,377 302,792 69,528 372,321

当期変動額合計 288,490 △84,074 98,377 302,792 69,528 694,806

当期末残高 680,813 △225,651 △248,592 206,568 1,567,727 18,902,233

　

- 10 -

油研工業(6393) 2021年３月期 決算短信



（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 945,869 943,220

減価償却費 979,874 1,036,078

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24,125 △7,917

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 134,116 112,625

受取利息及び受取配当金 △106,715 △80,722

支払利息 215,373 186,973

持分法による投資損益（△は益） △27,338 △13,445

有形固定資産処分損益（△は益） 21,268 △79,610

投資有価証券売却損益（△は益） △10,516 -

売上債権の増減額（△は増加） 1,126,112 940,566

たな卸資産の増減額（△は増加） 253,628 731,361

仕入債務の増減額（△は減少） △671,329 △370,267

未払消費税等の増減額（△は減少） 27,034 14,797

その他の資産の増減額（△は増加） △61,735 △205,212

その他の負債の増減額（△は減少） 331,772 7,697

その他 △140,274 46,062

小計 2,993,015 3,262,209

利息及び配当金の受取額 115,301 88,955

利息の支払額 △213,190 △187,126

法人税等の支払額 △446,957 △143,714

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,448,168 3,020,323

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 △281,684 △281,684

定期預金の払戻による収入 281,684 281,684

有形固定資産の取得による支出 △1,246,437 △1,043,059

有形固定資産の売却による収入 5,347 517,593

投資有価証券の取得による支出 △778,419 △99,743

投資有価証券の売却による収入 410,598 100,000

貸付けによる支出 △21,613 △20,522

貸付金の回収による収入 16,482 19,492

無形固定資産の取得による支出 △46,949 △53,508

その他の支出 △77,507 △86,457

その他の収入 112,718 36,426

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,625,779 △629,780
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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)

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） 642,269 △877,493

長期借入れによる収入 232,500 1,400,000

長期借入金の返済による支出 △950,413 △1,086,804

自己株式の純増減額（△は増加） △582 △587

配当金の支払額 △326,982 △327,173

非支配株主への配当金の支払額 △102,687 △30,948

その他 △91,632 △75,749

財務活動によるキャッシュ・フロー △597,528 △998,757

現金及び現金同等物に係る換算差額 16,232 △153,069

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 241,093 1,238,716

現金及び現金同等物の期首残高 3,741,699 3,982,792

現金及び現金同等物の期末残高 3,982,792 5,221,509
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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)

(会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響)

新型コロナウイルス感染拡大の影響については、今後の広がり方や収束時期等の見通しを行うことは困難であり

ますが、当社グループでは、感染防止対策を行いつつ、ほぼ通常稼働しており、事業活動への影響は限定的であり、

当社グループの事業に著しい影響を与えるものではないと仮定し、繰延税金資産の回収可能性、固定資産の減損等

の会計上の見積りを行っております。
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(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、油圧機器の専業メーカーであり、国内外において油圧機器を生産し、世界各国に提供して
おります。海外においては、香港、台湾、インド、韓国、上海、張家港（中国）、仏山（中国）、タイ、イギ
リスに子会社があり、各々の現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、各地域の包括的な戦略を立案し、
事業活動を展開しております。したがって、当社の報告セグメントは生産・販売体制を基礎とした所在地別の
セグメントから構成されており、「日本」、「アジア」及び「ヨーロッパ」の３つを報告セグメントとしてお
ります。各報告セグメントでは、油圧機器（油圧製品、システム製品、環境機械）を製造・販売しておりま
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、連結財務諸表作成において採用されている会計処理の
方法と概ね同一であります。
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。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実

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 調整額
(注1)

連結財務
諸表計上額
(注２)日本 アジア ヨーロッパ 計

売上高

外部顧客への売上高 13,370,072 12,420,653 364,536 26,155,262 ― 26,155,262

セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,640,535 903,915 ― 3,544,450 △3,544,450 ―

計 16,010,608 13,324,568 364,536 29,699,713 △3,544,450 26,155,262

セグメント利益 425,586 607,759 2,292 1,035,638 175,355 1,210,993

セグメント資産 27,010,658 13,250,214 303,300 40,564,174 △4,821,385 35,742,788

その他の項目

減価償却費 584,556 390,993 4,325 979,874 ― 979,874

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

760,460 490,953 3,762 1,255,177 ― 1,255,177

(注) １ 調整額の主なものは、セグメント間取引消去であります。

２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整をおこなっております。

当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：千円)

報告セグメント 調整額
(注1)

連結財務
諸表計上額
(注２)日本 アジア ヨーロッパ 計

売上高

外部顧客への売上高 10,888,243 11,922,867 299,483 23,110,593 ― 23,110,593

セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,902,842 727,559 ― 3,630,401 △3,630,401 ―

計 13,791,085 12,650,426 299,483 26,740,995 △3,630,401 23,110,593

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

△158,833 534,216 6,366 381,748 234,856 616,605

セグメント資産 26,486,906 14,274,994 350,907 41,112,807 △5,047,331 36,065,476

その他の項目

減価償却費 622,254 409,826 3,997 1,036,078 ― 1,036,078

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

488,333 543,994 829 1,033,157 ― 1,033,157

(注) １ 調整額の主なものは、セグメント間取引消去であります。

２ セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整をおこなっております。
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【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)

油圧製品事業 システム製品事業 環境機械事業他 合計

外部顧客への売上高 16,315,947 5,815,241 4,024,073 26,155,262

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本 アジア 北米 ヨーロッパ その他の地域 合計

12,073,786 12,982,000 458,211 510,331 130,932 26,155,262

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

(単位：千円)

日本 アジア ヨーロッパ 合計

4,079,819 3,501,064 31,109 7,611,994

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 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)

油圧製品事業 システム製品事業 環境機械事業他 合計

外部顧客への売上高 15,222,979 4,508,598 3,379,016 23,110,593

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本 アジア 北米 ヨーロッパ その他の地域 合計

9,858,385 12,512,850 267,053 364,417 107,886 23,110,593

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

(単位：千円)

日本 アジア ヨーロッパ 合計

4,025,236 3,571,027 31,966 7,628,230

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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【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 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。

【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 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。

【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 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。
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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 4,072.33円 4,225.13円

１株当たり当期純利益 152.28円 158.74円

(注) １．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。

２．１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。

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)

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 624,828 651,311

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)

624,828 651,311

普通株式の期中平均株式数(株) 4,103,256 4,102,881

３．１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。

項目
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) 18,207,426 18,902,233

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 1,498,198 1,567,727

(うち非支配株主持分(千円)) (1,498,198) (1,567,727)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 16,709,228 17,334,506

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)

4,103,116 4,102,711

(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）役員の異動（2021年６月25日付予定）

① 代表者の異動

該当事項はありません。

② 役員の異動

・新任取締役候補

社外取締役 田岡 良夫

・退任予定取締役

社外取締役 河渕 健司

・新任監査役候補

社外監査役 小田島 晴夫（現 神島化学工業株式会社 取締役 総務部長）

・退任予定監査役

(常勤)社外監査役 山浦 秀雄

・昇任予定取締役

常務取締役 管理本部長 萩野 嘉夫（現 取締役 管理本部長）

常務取締役 国内事業本部長 平山 直志（現 取締役 国内事業本部長）

（２）その他

　該当事項はありません。
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