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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 36,739 △17.4 730 △29.2 551 △29.3 △1,645 ―

2020年３月期 44,491 △3.5 1,031 △15.1 779 △22.7 408 △36.2
(注) 包括利益 2021年３月期 △1,215百万円( ―％) 2020年３月期 258百万円(△53.2％)
　

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 △36.24 ― △10.2 1.2 2.0

2020年３月期 8.94 8.86 2.4 1.7 2.3
(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 43,917 15,446 35.0 338.71

2020年３月期 45,654 16,822 36.7 369.27
(参考) 自己資本 2021年３月期 15,385百万円 2020年３月期 16,747百万円
　

　

（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 1,807 △898 △330 14,674

2020年３月期 3,179 △1,133 △1,145 14,095
　

　

　

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 ― 3.50 ― 3.50 7.00 317 78.3 1.9

2021年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

2022年３月期(予想) ― 1.50 ― 1.50 3.00 31.7
　

　

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) 18,250 17.0 380 ― 280 ― 130 ― 2.86

通 期 38,000 3.4 1,000 37.0 800 45.1 430 ― 9.45

　　



※ 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 48,905,000株 2020年３月期 48,835,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期 3,481,550株 2020年３月期 3,481,550株

③ 期中平均株式数 2021年３月期 45,407,296株 2020年３月期 45,669,042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 30,489 △17.3 416 △43.4 484 △37.7 △685 ―

2020年３月期 36,857 △1.4 735 6.1 778 △7.7 541 △18.8
　

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

円 銭 円 銭

2021年３月期 △15.11 ―

2020年３月期 11.86 11.75
　

　

（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 39,964 14,692 36.6 322.11

2020年３月期 40,294 15,180 37.5 333.07

(参考) 自己資本 2021年３月期 14,631百万円 2020年３月期 15,105百万円
　

　

　

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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等については、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

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの感染拡大が世界的に収まらないなか、企業活動や

個人消費が大幅に制限され、本格的な回復は見通せず先行きは依然として不透明な状況が続いております。

こうした環境のなか当印刷業界におきましては、新型コロナウイルス感染症対策の影響により、来店客の密集や

密接につながる折込チラシに加えて、旅行や飲食関連の媒体で影響を受けるとともに、消費者の購買活動が今まで

以上にインターネットへ移行しており、大変厳しい経営環境にあります。

このような状況下にあって当社グループは、第１四半期の売上高が前期比36.9％まで減少し、営業損失が３億４

千５百万円となりましたものの、第２四半期以降（７月～３月）は、グループ全体における構造改革により10億７

千５百万円の営業利益を確保するまでに回復いたしました。

売上高
営業利益

金額 前期比増減率
当第１四半期 連結会計期間

（4月1日～6月30日）
6,757百万円 △36.9％ △345百万円

当第２四半期 連結会計期間
（7月1日～9月30日）

8,836百万円 △21.2％ 245百万円

当第３四半期 連結会計期間
（10月1日～12月31日）

10,873百万円 △1.8％ 520百万円

当第４四半期 連結会計期間
（1月1日～3月31日）

10,272百万円 △10.7％ 308百万円

当期 連結累計期間
（4月1日～3月31日）

36,739百万円 △17.4％ 730百万円

コロナ禍の影響を受け当期７月以降は、印刷市場動向や受注環境を鑑みるなかで、事業構造を改善するために旅

行関連媒体の制作事業を行う株式会社ＳＩＣの株式取得時に発生したのれん残高６億２千万円を減損するとともに、

設備稼働台数を見直すことにより固定資産の減損など14億６千２百万円を計上しており、来期に向けた体制作りに

積極的に取り組んでおります。

これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高が前期と比べ77億５千１百万円（17.4％）減収の367億３千９百

万円、営業利益は前期と比べ３億１百万円（29.2％）減益の７億３千万円、経常利益は前期と比べ２億２千８百万

円（29.3％）減益の５億５千１百万円、親会社株主に帰属する当期純損失は16億４千５百万円（前期は４億８百万

円の親会社株主に帰属する当期純利益）になりました。

　（売上高）

売上高は前期に比べ77億５千１百万円（17.4％）減収の367億３千９百万円になりました。

　商業印刷につきましては、新規媒体の受注などもあり建材・工具関連を中心にカタログ類の受注量が増えるなか、

コロナ禍により流通小売業の折込チラシや催事関連のダイレクトメール、大手小売店の商品パンフレットが減少し

たことなどにより、前期と比べ52億８千８百万円（14.7％）減収の307億２千８百万円になりました。

出版印刷につきましては、コロナ禍によりデジタルコミック関連の受注は堅調であったものの、旅行関連雑誌や

情報誌などの受注量が大幅に減少した影響などにより、前期と比べて22億９千３百万円（28.6％）減収の57億２千

５百万円になりました。

その他売上につきましては、子会社の商品卸業扱い高が減少したことなどにより、前期と比べ１億７千万円

（37.3％）減収の２億８千５百万円になりました。

　（営業利益）

営業利益は前期と比べ３億１百万円（29.2％）減益の７億３千万円になりました。第１四半期（４月～６月）は

コロナ禍の影響を受けて印刷物の受注量が大幅に減少したため営業損失３億４千５百万円まで大きく落ち込みまし

たものの、当期７月以降に構造改革に取り組むなかでコスト削減に努めるとともに、商品カタログの新規受注媒体

への取り組みなどにより、第２四半期以降（７月～３月）は、10億７千５百万円の営業利益を確保いたしました。

　（経常利益）

経常利益は前期と比べ２億２千８百万円（29.3％）減益の５億５千１百万円になりました。これはコロナ禍によ

る営業利益の落ち込みにより、第１四半期（４月～６月）の経常損失が３億７千７百万円となった影響によります

が、第２四半期以降（７月～３月）は経常利益が９億２千８百万円となりました。
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　（親会社株主に帰属する当期純損失）

親会社株主に帰属する当期純損失は16億４千５百万円（前期は４億８百万円の親会社株主に帰属する当期純利

益）になりました。これは経常利益の減少に加え、印刷市場動向やコロナ禍の社会情勢を鑑みて、旅行関連媒体の

制作事業を行う株式会社ＳＩＣの株式取得時に発生したのれん残高の減損や設備稼働台数を見直すことにより発生

した固定資産の減損などの事業構造改善費用22億５千１百万円を計上したことなどによります。

（２）当期の財政状態の概況

(流動資産)

流動資産は、前連結会計年度末に比べて1.9％増加し、251億８百万円となりました。これは、現金及び預金

や受取手形及び売掛金などが増加したことによります。

(固定資産)

固定資産は、前連結会計年度末に比べて10.5％減少し、188億９百万円となりました。これは、投資有価証券など

が増加したものの、減価償却によってリース資産が減少したことに加えて、事業構造改善として旅行関連媒体の制

作を行っている子会社を取得した際に発生したのれん残高を減損したことなどによるものです。

これらの結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて3.8％減少し、439億１千７百万円となりました。

(流動負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べて1.9％減少し、159億５千８百万円となりました。これは、支払手形及び

買掛金が増加したものの、電子記録債務やリース債務、賞与引当金などが減少したことによります。

(固定負債)

固定負債は、前連結会計年度末に比べて0.4％減少し、125億１千３百万円となりました。これは、リース債務や

その他が減少したものの、長期借入金などが増加したことによります。

　これらの結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて1.3％減少し、284億７千１百万円となりました。

(純資産)

純資産は、前連結会計年度末に比べて8.2％減少し、154億４千６百万円となりました。これは、利益剰余金が減

少したことなどによります。

　これらの結果、自己資本比率は前連結会計年度末と比べ1.7ポイント低下し、35.0％となりました。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、146億７千４百万円と前期と比べ５億７千９百万円の増加となり

ました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、減損損失の計上、減価償却の実施などにより18億７百万円の獲得となり

ましたが、税金等調整前当期純損失の計上があったため、前期と比べ13億７千２百万円の減少となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより８億９千８百万円の使用とな

り、前期と比べ２億３千５百万円の増加となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出や、リース債務の返済による支出などがあ

りましたものの、長期借入れによる収入があり、３億３千万円の使用となり、前期と比べ８億１千５百万円の増加

となりました。
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（４）今後の見通し

今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルスによる感染拡大により、受注に大きな影響を及ぼす可能性は

あるものの、ピッキングから発送管理までの物流事業における設備増強やワンストップ生産体制の充実を図り、新

型コロナウイルスの終息後に向けて、事業領域の拡大や従来の仕事のやり方を柔軟に変化させ、企業価値向上に努

めてまいります。

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380億円、営業利益10億円、経常利益８億円、親会

社株主に帰属する当期純利益４億３千万円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

当社グループは、国際的な事業展開や資金調達を行っておりませんので、国内でのＩＦＲＳ（国際財務報告基準）の

採用動向を検討した結果、当面は日本基準に基づき連結財務諸表を作成する方針です。
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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 14,095,497 14,674,737

受取手形及び売掛金 7,660,179 8,022,036

電子記録債権 1,552,525 1,027,907

たな卸資産 1,157,046 1,087,264

その他 199,335 315,827

貸倒引当金 △18,900 △19,712

流動資産合計 24,645,684 25,108,060

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 14,926,071 14,183,075

減価償却累計額 △8,608,010 △8,058,654

建物及び構築物（純額） 6,318,061 6,124,420

機械装置及び運搬具 8,955,000 7,988,216

減価償却累計額 △7,696,477 △6,890,506

機械装置及び運搬具（純額） 1,258,523 1,097,709

土地 6,149,853 6,017,007

リース資産 10,031,109 5,879,398

減価償却累計額 △6,026,660 △3,255,679

リース資産（純額） 4,004,448 2,623,718

建設仮勘定 204,490 37,825

その他 850,926 912,421

減価償却累計額 △611,191 △640,130

その他（純額） 239,734 272,291

有形固定資産合計 18,175,111 16,172,973

無形固定資産

のれん 1,041,072 269,336

その他 165,188 199,618

無形固定資産合計 1,206,261 468,954

投資その他の資産

投資有価証券 1,029,299 1,561,915

繰延税金資産 328,397 353,463

退職給付に係る資産 14,677 11,541

その他 275,471 261,220

貸倒引当金 △20,734 △20,733

投資その他の資産合計 1,627,111 2,167,408

固定資産合計 21,008,485 18,809,337

資産合計 45,654,169 43,917,397

　



共立印刷株式会社(7838) 2021年３月期 決算短信

― 6 ―

(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 4,262,752 5,116,539

電子記録債務 4,689,242 3,735,672

短期借入金 450,000 210,000

1年内返済予定の長期借入金 4,262,560 4,625,142

リース債務 1,052,195 961,484

未払法人税等 141,170 91,834

賞与引当金 325,002 189,218

その他 1,083,166 1,028,158

流動負債合計 16,266,089 15,958,051

固定負債

長期借入金 8,015,281 8,805,664

リース債務 3,531,874 2,825,203

繰延税金負債 21,968 17,319

退職給付に係る負債 931,967 809,677

資産除去債務 33,940 34,564

その他 30,679 20,791

固定負債合計 12,565,711 12,513,220

負債合計 28,831,801 28,471,271

純資産の部

株主資本

資本金 3,359,027 3,364,862

資本剰余金 3,353,157 3,358,992

利益剰余金 10,357,448 8,553,158

自己株式 △700,023 △700,023

株主資本合計 16,369,609 14,576,989

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 410,235 779,645

退職給付に係る調整累計額 △31,977 28,721

その他の包括利益累計額合計 378,258 808,367

新株予約権 74,500 60,769

純資産合計 16,822,368 15,446,126

負債純資産合計 45,654,169 43,917,397
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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 44,491,772 36,739,929

売上原価 39,426,508 32,740,844

売上総利益 5,065,263 3,999,084

販売費及び一般管理費

運賃 1,029,855 869,860

給料及び手当 1,113,659 924,244

賞与引当金繰入額 107,644 58,409

退職給付費用 45,518 40,147

貸倒引当金繰入額 △9,612 811

のれん償却額 205,586 151,667

その他 1,541,088 1,223,871

販売費及び一般管理費合計 4,033,740 3,269,012

営業利益 1,031,523 730,072

営業外収益

受取配当金 28,987 31,536

産業立地交付金 9,941 8,568

その他 9,642 11,488

営業外収益合計 48,571 51,592

営業外費用

支払利息 246,992 223,583

その他 53,397 6,614

営業外費用合計 300,389 230,198

経常利益 779,705 551,466

特別利益

固定資産売却益 11,293 2,308

新株予約権戻入益 86 2,571

その他 - 49

特別利益合計 11,380 4,930

特別損失

固定資産売却損 4,094 -

固定資産除却損 32,062 29,945

減損損失 23,118 -

事業構造改善費用 - 2,251,730

その他 2,833 -

特別損失合計 62,109 2,281,675

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

728,976 △1,725,278

法人税、住民税及び事業税 322,414 128,906

法人税等調整額 △1,877 △208,631

法人税等合計 320,536 △79,725

当期純利益又は当期純損失（△） 408,439 △1,645,553

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又は親会社株主に
帰属する当期純損失

408,439 △1,645,553
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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 408,439 △1,645,553

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △181,129 369,410

退職給付に係る調整額 31,602 60,698

その他の包括利益合計 △149,526 430,109

包括利益 258,913 △1,215,444

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 258,913 △1,215,444

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 その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

その他有価

証券評価差

額金

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 3,344,545 3,338,675 10,295,775 △355,862 16,623,133 591,364 △63,579 527,784 95,981 17,246,899

当期変動額

新株の発行

（新株予約権の

行使）

14,482 14,482 28,965 28,965

剰余金の配当 △346,766 △346,766 △346,766

親会社株主に帰

属する

当期純利益

408,439 408,439 408,439

自己株式の取得 △344,161 △344,161 △344,161

株主資本以外の

項目の

当期変動額（純

額）

- △181,129 31,602 △149,526 △21,481 △171,008

当期変動額合計 14,482 14,482 61,673 △344,161 △253,523 △181,129 31,602 △149,526 △21,481 △424,531

当期末残高 3,359,027 3,353,157 10,357,448 △700,023 16,369,609 410,235 △31,977 378,258 74,500 16,822,368

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 その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

その他有価

証券評価差

額金

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 3,359,027 3,353,157 10,357,448 △700,023 16,369,609 410,235 △31,977 378,258 74,500 16,822,368

当期変動額

新株の発行

（新株予約権の

行使）

5,835 5,835 11,670 11,670

剰余金の配当 △158,737 △158,737 △158,737

親会社株主に帰

属する

当期純利益

△1,645,553 △1,645,553 △1,645,553

自己株式の取得 - - -

株主資本以外の

項目の

当期変動額（純

額）

- 369,410 60,698 430,109 △13,730 416,378

当期変動額合計 5,835 5,835 △1,804,290 - △1,792,620 369,410 60,698 430,109 △13,730 △1,376,242

当期末残高 3,364,862 3,358,992 8,553,158 △700,023 14,576,989 779,645 28,721 808,367 60,769 15,446,126

　



共立印刷株式会社(7838) 2021年３月期 決算短信

― 10 ―

（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又は税金等調整前当期
純損失（△）

728,976 △1,725,278

減価償却費 2,037,011 1,824,200

のれん償却額 205,586 151,667

産業立地交付金 △9,941 △8,568

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,071 811

賞与引当金の増減額（△は減少） △52,040 △135,783

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 18,667 △34,802

受取利息及び受取配当金 △29,037 △31,571

支払利息 246,992 223,583

固定資産売却損益（△は益） △7,198 △2,308

固定資産除却損 32,062 29,945

減損損失 23,118 -

事業構造改善費用 - 2,251,730

売上債権の増減額（△は増加） 1,003,273 162,761

たな卸資産の増減額（△は増加） 17,276 69,782

仕入債務の増減額（△は減少） △526,146 △99,782

未収入金の増減額（△は増加） 38,229 △78,300

未払金の増減額（△は減少） △86,917 △38,516

未払費用の増減額（△は減少） △31,272 △62,780

未払消費税等の増減額（△は減少） 56,805 △62,790

前払費用の増減額（△は増加） 7,810 △9,550

破産更生債権等の増減額（△は増加） 110 1

その他 △27,020 △52,979

小計 3,634,273 2,371,470

利息及び配当金の受取額 29,057 31,571

利息の支払額 △248,745 △224,108

法人税等の支払額 △234,617 △202,541

その他 - △168,921

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,179,968 1,807,471

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 △1,070,764 △887,106

無形固定資産の取得による支出 △87,489 △51,396

投資有価証券の取得による支出 △10,630 △11,076

産業立地交付金の受取による収入 9,941 8,568

その他 25,021 42,796

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,133,922 △898,215
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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） - △240,000

長期借入れによる収入 5,400,000 6,150,000

長期借入金の返済による支出 △4,579,051 △4,997,035

配当金の支払額 △347,154 △159,467

リース債務の返済による支出 △1,264,966 △1,073,695

長期設備未払金の支払いによる支出 △9,888 △9,888

その他 △344,006 70

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,145,065 △330,015

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 900,980 579,239

現金及び現金同等物の期首残高 13,194,517 14,095,497

現金及び現金同等物の期末残高 14,095,497 14,674,737
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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)

当社グループの事業セグメントは、主に印刷事業でありますが、印刷事業以外のセグメントの重要性が乏しいた

め、セグメント情報の記載を省略しております。

(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 369.27円 338.71円

１株当たり当期純利益又は１株
当たり当期純損失(△)

8.94円 △36.24円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

8.86円 ― 円

(注) １．当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当た

り当期純損失であるため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後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。

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

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主
　に帰属する当期純損失(△)(千円)

408,439 △1,645,553

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
　又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円)

408,439 △1,645,553

普通株式の期中平均株式数(株) 45,669,042 45,407,296

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(株) 424,533 ―

(うち新株予約権(株)) (424,533) ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概
要

2016年７月19日取締役会
決議の第２回新株予約権
(新株予約権の数1,750個)
2018年７月17日取締役会決議
の第３回新株予約権
(新株予約権の数1,890個)

―

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。

前連結会計年度末
(2020年３月31日)

当連結会計年度末
(2021年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 16,822,368 15,446,126

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 74,500 60,769

(うち新株予約権(千円)) (74,500) (60,769)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 16,747,868 15,385,356

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)

45,353,450 45,423,450
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(追加情報)

(新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う会計上の見積りについて)

　新型コロナウイルス感染症の拡大は、当社グループの事業活動にも依然影響を及ぼしております。収束時期に

つきましても、一定期間、影響が続くものとの想定の下、繰延税金資産の回収可能性の判断を行うなど、会計上

の見積りに反映しております。

４．その他

役員の異動

　①代表者の異動

　 該当事項はありません。

　②その他の役員の異動(2021年６月29日付予定)

　 １．新任取締役候補

取締役 熊澤 通人 (現 執行役員営業統括兼第１営業本部長)

取締役 田坂 優英 (現 執行役員管理統括兼購買統括兼グループ会社統括)

取締役 田島 紀明 (現 上級執行役員製造本部長)

取締役 阿久津 貴志 (現 執行役員第３営業本部長)

　 ２．退任予定取締役

取締役 佐藤 尚哉 (当社相談役に就任)

　

　


