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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 16,967 1.1 1,705 17.8 1,853 21.1 1,504 43.4

2020年３月期 16,785 6.5 1,447 △1.3 1,529 △2.0 1,049 △7.6
(注) 包括利益 2021年３月期 1,937百万円( 96.5％) 2020年３月期 985百万円( △7.1％)
　

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 187.32 ― 7.6 7.7 10.1

2020年３月期 129.36 ― 5.6 6.7 8.6
(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）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 24,940 20,526 82.3 2,555.12

2020年３月期 22,945 18,909 82.4 2,353.89
(参考) 自己資本 2021年３月期 20,526百万円 2020年３月期 18,909百万円
　

　

（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 2,410 △1,463 △355 4,145

2020年３月期 748 △45 △592 3,551
　

　

　

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 ― 20.00 ― 20.00 40.00 323 30.9 1.7

2021年３月期 ― 20.00 ― 23.00 43.00 345 23.0 1.7

2022年３月期(予想) ― 23.00 ― 23.00 46.00 23.8
　

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) 9,370 15.2 1,060 78.8 1,100 66.1 830 61.6 103.32

通 期 18,630 9.8 2,040 19.6 2,120 14.4 1,550 3.0 192.95

　　



※ 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
　

　

（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 8,154,140株 2020年３月期 8,154,140株

② 期末自己株式数 2021年３月期 120,802株 2020年３月期 120,802株

③ 期中平均株式数 2021年３月期 8,033,338株 2020年３月期 8,113,804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いては、添付資料２ページ「経営成績に関す
る分析」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の世界的な流行により景気が冷え込み、設備

投資に持ち直しの動きがみられるものの、依然として厳しい状況が続きました。

このような環境のもと、当社グループは、新型コロナウイルス感染症対策として在宅勤務や分散勤務を実施した

うえで、Ｗｅｂ会議システムを活用した営業活動を進めるなど、高付加価値製品の市場展開に努めてまいりまし

た。

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高16,967百万円（前年比1.1％増）、営業利益1,705百万円（前年比

17.8％増）、経常利益1,853百万円（前年比21.1％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,504百万円（前年比

43.4％増）となりました。

セグメント別の業績の概要は、次のとおりであります。

＜金属表面処理剤及び機器等＞

電子部品業界は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、上期において各主要ユーザーの生産は中国を除

き大幅に落ち込みました。また、下期以降において車載関連の生産が回復し、加えてサーバー関連及びスマー

トフォンなどモバイル関連は増産傾向となりました。

このような中、金属表面処理剤は、テレワークによるパソコンの需要拡大やサーバーの需要拡大などが下支

えしたこと及び新たに装飾めっきが加わったことにより前期を上回る結果となりましたが、化成処理液自動管

理装置等は、大口の需要が無かったことにより前期を下回る結果となりました。

これらの結果、当セグメントの売上高は、9,073百万円（前年比6.9％増）となりました。

＜電 子 材 料＞

機能材料加工品は、リモートワークや５Ｇ投資の影響により、半導体や電子部品の製造装置及び検査装置向

けセラミック部品の売上が好調に推移しました。

これらの結果、当セグメントの売上高は、638百万円（前年比11.4％増）となりました。

＜自動車用化学製品等＞

エアコン洗浄剤は、新型コロナウイルス感染症の影響により４月及び５月の販売は前年を下回りましたが、

６月以降は急激に回復し、それ以降好調な販売が引き続いたことから前年を上回る結果となりました。

また、コンパウンドも新規ルートへの納入、新製品発売もあり前年を上回る結果となりました。

これらの結果、当セグメントの売上高は、2,888百万円（前年比7.5％増）となりました。

＜工 業 薬 品＞

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて鉄鋼・化学業界の需要が低迷したこと、また、新規案件の取り組

みにも支障が生じたことにより前年を下回る結果となりました。

これらの結果、当セグメントの売上高は、4,366百万円（前年比13.3％減）となりました。

（２）当期の財政状態の概況

当連結会計年度末における流動資産残高は、前連結会計年度末に比べ19百万円増加し11,254百万円となりまし

た。主な増減は、現金及び預金の増加162百万円、たな卸資産の増加91百万円、流動資産その他（未収入金）の減少

187百万円であります。固定資産残高は、前連結会計年度末に比べ1,976百万円増加し13,686百万円となりました。

主な増減は、有形固定資産の減少233百万円、無形固定資産の減少9百万円、投資有価証券の増加2,367百万円等によ

るものであります。負債合計は、前連結会計年度末に比べ379百万円増加し4,414百万円、純資産合計は、前連結会

計年度末に比べ1,616百万円増加し20,526百万円となりました。

　



石原ケミカル株式会社(4462) 2021年３月期 決算短信

3

（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、前連結会計年度末より594百万円増加し、4,145百万円となり

ました。

（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が前年同期に比べ578百万円増加し2,077百万円となり、減価償却費542百万円、投資有価

証券売却益252百万円等により、営業活動によるキャッシュ・フローは2,410百万円（前年同期748百万円）となりま

した。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

有価証券の売却及び償還による収入678百万円、有価証券の取得による支出2,100百万円等により、投資活動によ

るキャッシュ・フローは△1,463百万円（前年同期△45百万円）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

配当金の支払い320百万円等により、財務活動によるキャッシュ・フローは△355百万円（前年同期△592百万円）

となりました。

（４）今後の見通し

次期につきましては、新型コロナウイルス感染症による国内・海外経済に対する影響により、先行き不透明な状

況が引き続くと予想されます。

＜金属表面処理剤及び機器等＞については、対応する電子部品業界において車載、スマートフォン関連の増産が

予想されます。このような中、新規分野においては、装飾用めっき液など、既存分野においては、ウエハバンプめ

っき液や中性錫めっき液の拡販や新規大手メーカーの獲得を目指します。

＜自動車用化学製品等＞については、エアコン洗浄剤の新規カーディーラーにおける採用や既納入店でのキャン

ペーン採用を更に増加させ、コンパウンドの新製品を発売しシェアの拡大を目指し、新規ルートへの納入拡大を図

ってまいります。

これらの結果、連結業績予想につきましては、売上高18,630百万円（前年比9.8％増）、営業利益2,040百万円

（前年比19.6％増）、経常利益2,120百万円（前年比14.4％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,550百万円

（前年比3.0％増）を見込んでおります。

（注）業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいており、実際の数値は今後様々な要因により予想値と異なる可

能性があります。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　財務諸表は、会社法上の分配可能額の計算や法人税法上の課税所得の計算においても利用されることを鑑み、当社は

会計基準につきましては日本基準を適用しております。
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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 5,058,324 5,220,351

受取手形及び売掛金 3,894,899 3,862,661

電子記録債権 373,341 462,677

有価証券 200,130 100,050

商品及び製品 650,607 823,409

仕掛品 164,448 139,555

原材料及び貯蔵品 663,341 607,365

その他 229,878 37,994

流動資産合計 11,234,972 11,254,064

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,379,366 6,471,508

減価償却累計額 △3,101,716 △3,275,650

建物及び構築物（純額） 3,277,650 3,195,858

機械装置及び運搬具 2,501,205 2,538,224

減価償却累計額 △1,930,885 △2,084,049

機械装置及び運搬具（純額） 570,319 454,174

土地 1,652,306 1,652,306

リース資産 239,187 262,440

減価償却累計額 △119,331 △144,143

リース資産（純額） 119,855 118,296

建設仮勘定 50,678 85,889

その他 1,198,492 1,199,768

減価償却累計額 △939,587 △1,009,896

その他（純額） 258,904 189,871

有形固定資産合計 5,929,714 5,696,397

無形固定資産 113,791 103,996

投資その他の資産

投資有価証券 4,339,410 6,706,419

退職給付に係る資産 428,565 425,667

その他 904,148 759,636

貸倒引当金 △5,250 △5,250

投資その他の資産合計 5,666,874 7,886,473

固定資産合計 11,710,380 13,686,868

資産合計 22,945,352 24,940,932
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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 1,683,559 1,623,554

電子記録債務 678,531 676,704

1年内返済予定の長期借入金 32,000 20,000

未払法人税等 66,086 535,767

賞与引当金 201,342 250,348

役員賞与引当金 24,400 48,800

その他 671,645 447,870

流動負債合計 3,357,564 3,603,044

固定負債

長期借入金 20,000 ―

繰延税金負債 392,977 516,089

役員退職慰労引当金 15,248 ―

退職給付に係る負債 57,293 59,423

その他 192,652 236,250

固定負債合計 678,170 811,763

負債合計 4,035,735 4,414,808

純資産の部

株主資本

資本金 1,980,874 1,980,874

資本剰余金 2,293,384 2,293,384

利益剰余金 14,297,669 15,481,102

自己株式 △232,026 △232,026

株主資本合計 18,339,901 19,523,334

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 582,463 1,014,756

為替換算調整勘定 △12,748 △11,965

その他の包括利益累計額合計 569,715 1,002,790

純資産合計 18,909,616 20,526,124

負債純資産合計 22,945,352 24,940,932
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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 16,785,714 16,967,382

売上原価 11,419,167 11,403,769

売上総利益 5,366,547 5,563,613

販売費及び一般管理費 3,919,244 3,857,999

営業利益 1,447,302 1,705,613

営業外収益

受取利息 21,535 17,867

受取配当金 46,852 44,765

有価証券売却益 2,225 0

為替差益 ― 17,644

受取賃貸料 18,520 18,343

補助金収入 894 18,727

その他 30,278 36,514

営業外収益合計 120,306 153,862

営業外費用

支払利息 461 242

売上割引 1,971 2,003

為替差損 16,648 ―

賃貸費用 2,040 2,040

保険解約損 4,677 ―

控除対象外消費税等 8,739 1,998

その他 3,213 177

営業外費用合計 37,751 6,463

経常利益 1,529,856 1,853,013

特別利益

固定資産売却益 2,389 335

投資有価証券売却益 119,088 252,395

資産除去債務戻入益 16,190 ―

特別利益合計 137,669 252,731

特別損失

固定資産売却損 365 ―

固定資産除却損 65,604 6,234

投資有価証券評価損 102,196 ―

ゴルフ会員権退会損 ― 22,000

特別損失合計 168,166 28,234

税金等調整前当期純利益 1,499,359 2,077,510

法人税、住民税及び事業税 254,137 610,671

法人税等調整額 195,651 △37,928

法人税等合計 449,788 572,743

当期純利益 1,049,571 1,504,766

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 1,049,571 1,504,766
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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 1,049,571 1,504,766

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △62,661 432,292

為替換算調整勘定 △945 782

その他の包括利益合計 △63,607 433,074

包括利益 985,963 1,937,841

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 985,963 1,937,841

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 1,980,874 2,293,384 13,574,259 △161 17,848,356

当期変動額

剰余金の配当 △326,161 △326,161

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,049,571 1,049,571

自己株式の取得 △231,864 △231,864

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― 723,409 △231,864 491,545

当期末残高 1,980,874 2,293,384 14,297,669 △232,026 18,339,901

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
為替換算調整勘定

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 645,125 △11,802 633,323 18,481,679

当期変動額

剰余金の配当 △326,161

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,049,571

自己株式の取得 △231,864

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△62,661 △945 △63,607 △63,607

当期変動額合計 △62,661 △945 △63,607 427,937

当期末残高 582,463 △12,748 569,715 18,909,616
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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 1,980,874 2,293,384 14,297,669 △232,026 18,339,901

当期変動額

剰余金の配当 △321,333 △321,333

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,504,766 1,504,766

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― 1,183,433 ― 1,183,433

当期末残高 1,980,874 2,293,384 15,481,102 △232,026 19,523,334

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
為替換算調整勘定

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 582,463 △12,748 569,715 18,909,616

当期変動額

剰余金の配当 △321,333

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,504,766

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

432,292 782 433,074 433,074

当期変動額合計 432,292 782 433,074 1,616,507

当期末残高 1,014,756 △11,965 1,002,790 20,526,124
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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 1,499,359 2,077,510

減価償却費 454,152 542,426

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,374 ―

賞与引当金の増減額（△は減少） △88,658 49,006

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,400 24,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,416 2,130

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,914 △15,248

受取利息及び受取配当金 △69,957 △62,774

支払利息 461 242

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △121,150 △252,381

為替差損益（△は益） △1,470 △2,405

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 102,196 ―

保険解約損益（△は益） ― △10,874

固定資産売却損益（△は益） △2,024 △335

固定資産除却損 36,777 905

売上債権の増減額（△は増加） △204,781 △55,827

たな卸資産の増減額（△は増加） △68,664 △91,968

仕入債務の増減額（△は減少） △96,497 △63,012

その他の流動資産の増減額（△は増加） △169,472 171,905

その他の流動負債の増減額（△は減少） △95,288 94,051

その他の固定資産の増減額（△は増加） 169,750 54,679

その他の固定負債の増減額（△は減少） △163,512 22,500

小計 1,155,693 2,484,928

利息及び配当金の受取額 72,347 64,036

利息の支払額 △455 △240

法人税等の支払額 △478,674 △157,480

法人税等の還付額 ― 19,193

営業活動によるキャッシュ・フロー 748,911 2,410,436

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 △56,286 △87,684

定期預金の払戻による収入 410,800 536,810

有価証券の取得による支出 △678 △2,100,380

有価証券の売却及び償還による収入 3,044,319 678,414

有形固定資産の取得による支出 △1,604,822 △538,907

有形固定資産の売却による収入 3,400 344

無形固定資産の取得による支出 △72,258 △35,868

保険積立金の積立による支出 ― △47,692

保険積立金の解約による収入 ― 131,298

子会社株式の取得による支出 △1,769,474 ―

投資活動によるキャッシュ・フロー △45,002 △1,463,666
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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

長期借入金の返済による支出 △32,000 △32,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,631 △3,184

自己株式の取得による支出 △231,864 ―

配当金の支払額 △326,723 △320,612

財務活動によるキャッシュ・フロー △592,219 △355,797

現金及び現金同等物に係る換算差額 7 3,180

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 111,697 594,152

現金及び現金同等物の期首残高 3,440,059 3,551,756

現金及び現金同等物の期末残高 3,551,756 4,145,909
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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

当社グループの報告セグメントは、当社グループ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及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、本社、東京支店、石原化美（上海）商貿有限公司及びキザイ株式会社に営業部門を置き、国内及

び海外の需要先の業界と需要先の生産・販売の動向を包括した戦略を立案し、事業活動を展開しております。

従って、当社グループは対応する業界別にセグメントした「金属表面処理剤及び機器等」、「電子材料」、「自動

車用化学製品等」及び「工業薬品」の４つを報告セグメントとしております。

「金属表面処理剤及び機器等」は、錫及び錫合金めっき液、化成処理液自動管理装置等の製造販売を行っておりま

す。「電子材料」は、マシナブルセラミックス及びエンジニアリングプラスチックの加工販売、炭素繊維強化プラス

チックの販売を行っております。「自動車用化学製品等」は、自動車用化学製品、溶接用スパッター付着防止剤等の

製造販売を行っております。「工業薬品」は、主に工業薬品の仕入販売を行っております。

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、「重要な会計方針」における記載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。

なお、セグメント資産及び負債については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象としていな

いため、記載しておりません。

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
調整額
（注）１

連結財務諸表
計上額
（注）２

金属表面処
理剤及び機

器等
電子材料

自動車用
化学製品等

工業薬品

売上高

外部顧客への売上高 8,490,222 573,099 2,686,634 5,035,758 16,785,714 ― 16,785,714

セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 8,490,222 573,099 2,686,634 5,035,758 16,785,714 ― 16,785,714

セグメント利益又は損失
（△）

1,051,915 △148,294 607,526 185,424 1,696,570 △249,267 1,447,302

その他の項目

　減価償却費 306,038 27,120 69,856 6,420 409,436 41,719 451,155

（注）１ セグメント利益又は損失の調整額△249,267千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用でありま

す。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。

２ セグメント利益又は損失は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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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
調整額
（注）１

連結財務諸表
計上額
（注）２

金属表面処
理剤及び機

器等
電子材料

自動車用
化学製品等

工業薬品

売上高

外部顧客への売上高 9,073,899 638,650 2,888,518 4,366,313 16,967,382 ― 16,967,382

セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 9,073,899 638,650 2,888,518 4,366,313 16,967,382 ― 16,967,382

セグメント利益又は損失
（△）

1,053,277 △88,259 798,417 161,342 1,924,777 △219,164 1,705,613

その他の項目

　減価償却費 382,612 29,780 89,424 7,062 508,880 30,168 539,048

（注）１ セグメント利益又は損失の調整額△219,164千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用でありま

す。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。

２ セグメント利益又は損失は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

(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 2,353.89円 2,555.12円

１株当たり当期純利益金額 129.36円 187.32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、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。

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) 1,049,571 1,504,766

　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)

1,049,571 1,504,766

　普通株式の期中平均株式数(千株) 8,113 8,033

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　


