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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 5,188 △21.9 313 △44.9 383 △33.1 239 △35.9

2020年3月期 6,638 11.9 569 7.0 573 △14.0 373 △19.4

(注) 包括利益 2021年3月期 385 百万円 ( 64.4％) 2020年3月期 234 百万円 ( △44.2％)

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 45.43 ― 3.9 4.7 6.0
2020年3月期 70 90 ― 6.4 7.1 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 8,135 6,204 76.3 1,178.87

2020年3月期 8,115 5,924 73.0 1,125.70

(参考) 自己資本 2021年3月期 6,204百万円 2020年3月期 5,924百万円

（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 293 391 △146 2,011

2020年3月期 468 △873 △162 1,426

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 ― 20 00 20 00 105 28.2 1.8

2021年3月期 ― 0 00 ― 20 00 20 00 105 44.0 1.7

2022年3月期(予想) ― ― ― 20 00 20 00

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

通 期 5,620 8.3 400 27.8 438 14.4 311 30.1 59.09



※ 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 5,523,592 株 2020年3月期 5,523,592 株

② 期末自己株式数 2021年3月期 260,802 株 2020年3月期 260,802 株

③ 期中平均株式数 2021年3月期 5,262,790 株 2020年3月期 5,262,790 株

(参考) 個別業績の概要

１．2021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 5,177 △22.0 269 △48.2 356 △34.3 223 △37.6
2020年3月期 6,636 12.0 520 19.1 541 △7.4 358 △7.5

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 42.48 ―

2020年3月期 68.06 ―

（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 7,735 5,987 77.4 1,137.73

2020年3月期 7,722 5,723 74.1 1,087.51

(参考) 自己資本 2021年3月期 5,987百万円 2020年3月期 5,723百万円

※ 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。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記事項等については、決算短信（添付資料）「１．経営成績の概

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

当連結会計年度は、前期のような軽減税率への対応による特需がないことに加え、新型コロナの影響による

社会全体の景気の停滞および物流の稼働率低下の影響により、小型プリンタ販売を主体とする当社へのマイナ

ス影響があり、厳しい状況でした。しかしながら、人の手を介さない自動精算機や金銭機械などの需要や、医

療関係の市場は徐々に回復しており、期末にかけて業績は上向きの結果となりました。

この結果、売上高は、51億88百万円（前年同期比21.9％減）となりました。営業利益は、３億13百万円（前

年同期比44.9％減）となりました。経常利益は、３億83百万円（前年同期比33.1％減）となりました。

この結果、親会社株主に帰属する当期純利益は、２億39百万円（前年同期比35.9％減）となりました。

なお、商品群別業績では、次のとおりであります。

当連結会計年度における商品群別業績は、ミニプリンタメカニズムが１億36百万円(前年同期比2.3％減)、ケ

ース入りミニプリンタの売上高は28億28百万円(前年同期比19.5％減)となりました。

また、ミニプリンタ関連商品は6億80百万円(前年同期比31.6％減)、消耗品は４億３百万円(前年同期比8.9％

減)、大型プリンタは１億11百万円(前年同期比11.7％減)、その他は10億26百万円(前年同期比27.7％減)となり

ました。

（２）当期の財政状態の概況

資産、負債および純資産の状況

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて 2.4％減少し、60億99百万円となりました。これは、主として現金

及び預金が１億百万円増加、受取手形及び売掛金が２億23百万円減少したことによります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて 8.9％増加し、20億36百万円となりました。これは、主として投資

有価証券が２億８百万円増加したことによります。

この結果、総資産は、前連結会計年度と比べて0.2％増加し、81億35百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べ15.1％減少し、14億96百万円となりました。主な増減は、支払手形及

び買掛金が１億94百万円の減少、未払法人税等が50百万円の減少となっております。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて1.3％増加し、４億35百万円となりました。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて11.9％減少し、19億31百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて4.7％増加し、62億４百万円となりました。主な要因は利益剰余金

１億33百万円の増加及びその他有価証券評価差額金１億45百万円の増加であります。

１株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べて53円17銭増加し、1,178円87銭となりました。また、自己資

本比率は、前連結会計年度末の73.0％から76.3％となりました。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、（以下「資金」という。）前連結会計年度に比べ５億85百

万円増加し20億11百万円となりました。

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。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における営業活動によって得られた資金は、２億93百万円（前年同期４億68百万円）となりま

した。これは主として税金等調整前当期純利益の計上３億68百万円、減価償却費84百万円、売上債権の減少２億

23百万円のインフローに対し、為替差益45百万円、仕入債務の減少１億94百万円、法人税等の支払額１億75百万

円のアウトフローとなったこと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）

当連結会計年度における投資活動によって獲得した資金は、３億円91百万円（前年同期８億73百万円の支出）

となりました。これは主に、定期預金の払戻しによる収入36億62百万円に対して、定期預金の預入による支出31

億80百万であったこと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）

当連結会計年度における財務活動により支出した資金は１億46百万円（前年同期１億62百万円）であり、これ

は主に配当金の支払１億５百万円によるものであります。

（４）今後の見通し

①次期(2022年３月期)の連結業績見通しについて

次期(2022年３月期)の連結業績見通しにつきましては、売上高56億円、営業利益４億円、経常利益４億38百

万円、親会社株主に帰属する当期純利益３億11百万円を見込んでおります。

尚、当社は、当連結会計年度末において、米ドル建ての現金、預金、債券を約1,467万ドル保有しており、期

末時点の為替レートは１ドル110円71銭となっております。

次期の連結業績見通しは、保有外貨の期末時価評価により生ずる為替差損益については加味しておりません。

（５）継続企業の前提に関する重要事象等

該当する事項は、ございません。

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、外国人持株比率が非常に低いことから日本基準に基づき連結財務諸表を作成しています。

今後については、外国人株主比率の推移及び国内他社のＩＦＲＳ（国際財務報告基準）採用動向を踏まえつつ、

ＩＦＲＳ適用や米国会計基準の適用の検討をすすめていく方針であります。
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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 4,194,929 4,296,215

受取手形及び売掛金 1,524,951 1,301,717

商品及び製品 312,178 321,193

原材料及び貯蔵品 210,384 166,740

その他 5,224 14,687

貸倒引当金 △1,525 △1,302

流動資産合計 6,246,141 6,099,252

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 232,728 219,485

機械装置及び運搬具（純額） 12,579 9,807

工具、器具及び備品（純額） 30,744 28,290

土地 971,334 956,574

リース資産（純額） 113,326 105,931

有形固定資産合計 1,360,713 1,320,089

無形固定資産

リース資産 66 -

その他 19,668 25,455

無形固定資産合計 19,734 25,455

投資その他の資産

投資有価証券 354,669 563,632

繰延税金資産 121,125 113,707

その他 19,495 19,536

貸倒引当金 △6,044 △5,746

投資その他の資産合計 489,244 691,129

固定資産合計 1,869,691 2,036,675

資産合計 8,115,833 8,135,927
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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 1,485,975 1,291,208

未払法人税等 92,205 41,454

賞与引当金 49,989 47,912

その他 133,824 115,907

流動負債合計 1,761,995 1,496,482

固定負債

役員退職慰労引当金 176,771 175,319

退職給付に係る負債 220,081 229,957

その他 32,641 30,002

固定負債合計 429,493 435,278

負債合計 2,191,488 1,931,761

純資産の部

株主資本

資本金 393,997 393,997

資本剰余金 283,095 283,095

利益剰余金 5,545,738 5,679,578

自己株式 △158,900 △158,900

株主資本合計 6,063,931 6,197,771

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △139,586 6,394

その他の包括利益累計額合計 △139,586 6,394

純資産合計 5,924,345 6,204,165

負債純資産合計 8,115,833 8,135,927
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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 6,638,551 5,188,021

売上原価 4,922,137 3,778,112

売上総利益 1,716,414 1,409,909

販売費及び一般管理費 1,147,181 1,096,201

営業利益 569,232 313,708

営業外収益

受取利息 11,509 1,579

受取配当金 21,039 21,144

受取賃貸料 505 290

為替差益 - 45,435

その他 2,117 3,313

営業外収益合計 35,171 71,764

営業外費用

支払利息 2,769 1,960

為替差損 27,042 -

その他 1,477 302

営業外費用合計 31,289 2,262

経常利益 573,115 383,209

特別利益

固定資産売却益 330 -

特別利益合計 330 -

特別損失

減損損失 - 14,760

固定資産除却損 1,157 26

特別損失合計 1,157 14,786

税金等調整前当期純利益 572,287 368,423

法人税、住民税及び事業税 199,128 124,732

法人税等調整額 15 4,595

法人税等合計 199,144 129,327

当期純利益 373,143 239,095

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 373,143 239,095
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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 373,143 239,095

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △138,845 145,980

その他の包括利益合計 △138,845 145,980

包括利益 234,298 385,076

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 234,298 385,076

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 393,997 283,095 5,277,851 △158,900 5,796,044

当期変動額

剰余金の配当 △105,255 △105,255

親会社株主に帰属す

る当期純利益
373,143 373,143

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - 267,887 - 267,887

当期末残高 393,997 283,095 5,545,738 △158,900 6,063,931

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

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 △741 △741 5,795,302

当期変動額

剰余金の配当 △105,255

親会社株主に帰属す

る当期純利益
373,143

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△138,845 △138,845 △138,845

当期変動額合計 △138,845 △138,845 129,042

当期末残高 △139,586 △139,586 5,924,345
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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 393,997 283,095 5,545,738 △158,900 6,063,931

当期変動額

剰余金の配当 △105,255 △105,255

親会社株主に帰属す

る当期純利益
239,095 239,095

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - 133,839 - 133,839

当期末残高 393,997 283,095 5,679,578 △158,900 6,197,771

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

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 △139,586 △139,586 5,924,345

当期変動額

剰余金の配当 △105,255

親会社株主に帰属す

る当期純利益
239,095

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

145,980 145,980 145,980

当期変動額合計 145,980 145,980 279,820

当期末残高 6,394 6,394 6,204,165
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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 572,287 368,423

減価償却費 87,676 84,763

減損損失 - 14,760

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 26,741 9,876

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16,795 △1,452

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,061 △2,076

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,985 △520

受取利息及び受取配当金 △32,548 △12,020

為替差損益（△は益） 23,621 △45,179

有形固定資産売却損益（△は益） △330 -

売上債権の増減額（△は増加） 94,453 223,234

たな卸資産の増減額（△は増加） △31,264 34,628

仕入債務の増減額（△は減少） △73,341 △194,766

未収消費税等の増減額（△は増加） - △12,428

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,820 △13,676

その他 △8,277 1,986

小計 692,680 455,549

利息及び配当金の受取額 34,163 14,563

利息の支払額 △2,702 △870

法人税等の支払額 △255,493 △175,641

営業活動によるキャッシュ・フロー 468,647 293,600

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 △4,505,430 △3,180,268

定期預金の払戻による収入 3,583,598 3,662,843

有形固定資産の取得による支出 △48,598 △13,592

有価証券の償還による収入 108,798 -

投資有価証券の取得による支出 - △60,160

無形固定資産の取得による支出 - △17,555

その他 △12,225 -

投資活動によるキャッシュ・フロー △873,858 391,267

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △105,247 △105,262

その他 △57,502 △40,923

財務活動によるキャッシュ・フロー △162,749 △146,186

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,581 46,545

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △581,542 585,227

現金及び現金同等物の期首残高 2,007,969 1,426,426

現金及び現金同等物の期末残高 1,426,426 2,011,654
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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】

当社グループの報告セグメントが「ミニプリンタの開発・製造・販売事業」のみであるため、記載を省略しており

ます。

【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

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載

を省略しております。

2. 地域ごとの情報

（1）売上高

(単位:千円)

日本 アメリカ ヨーロッパ アジア その他 計

6,048,936 278,885 232,233 20,166 58,331 6,638,551

(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

本邦以外に所在している有形固定資産がないため記載を省略しております。

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

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載

を省略しております。

2. 地域ごとの情報

（1）売上高

(単位:千円)

日本 アメリカ ヨーロッパ アジア その他 計

4,617,796 312,348 184,452 23,546 49,879 5,188,021

(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

本邦以外に所在している有形固定資産がないため記載を省略しております。

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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(１株当たり情報)

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)

１株当たり純資産額 1,125円70銭 1,178円87銭

１株当たり当期純利益 70円90銭 45円43銭

（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。

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 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 373,143 239,095

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)

373,143 239,095

普通株式の期中平均株式数(千株) 5,262 5,262

(重要な後発事象)

該当事項はありません。


