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（百万円未満切捨て）

（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 31,666 △5.0 778 94.7 895 84.3 △847 －

2020年３月期 33,328 △0.3 399 △29.2 485 △22.2 268 △29.4

（注）包括利益 2021年３月期 △359百万円 （－％） 2020年３月期 △61百万円（－％）

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 △131.72 － △6.2 3.7 2.5

2020年３月期 41.73 － 1.9 2.1 1.2

（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

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 24,892 13,532 54.4 2,104.34

2020年３月期 23,839 13,995 58.7 2,176.30

（参考）自己資本 2021年３月期 13,532百万円 2020年３月期 13,995百万円

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 2,512 △1,306 607 6,348

2020年３月期 1,106 △1,759 399 4,535

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 － 13.00 － 8.00 21.00 135 50.3 1.0

2021年３月期 － 8.00 － 8.00 16.00 102 － 0.7

2022年３月期(予想) － 8.00 － 8.00 16.00 －

（％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

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 33,000 4.0 500 △35.7 550 △38.6 350 - 54.43

１．2021年３月期の連結業績（2020年４月１日～2021年３月31日）

（２）連結財政状態

（３）連結キャッシュ・フローの状況

２．配当の状況

（注）2020年３月期の第２四半期末配当金につきましては、創業80周年記念配当５円を含んでおります。

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年３月期 6,483,323株 2020年３月期 6,483,323株
②  期末自己株式数 2021年３月期 52,506株 2020年３月期 52,434株

③  期中平均株式数 2021年３月期 6,430,877株 2020年３月期 6,430,828株

（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 11,231 △3.4 81 66.9 181 △73.0 △621 －

2020年３月期 11,625 0.2 48 △54.7 670 222.1 620 290.1

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

円 銭 円 銭
2021年３月期 △96.67 －

2020年３月期 96.55 －

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 14,524 9,675 66.6 1,504.49

2020年３月期 12,924 9,949 77.0 1,547.11

（参考）自己資本 2021年３月期 9,675百万円 2020年３月期 9,949百万円

※  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）：有

新規  1社  （社名）株式会社共和テック（本社：静岡県静岡市清水区）

（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）

（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）

（２）個別財政状態

※  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

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

様々な要因等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

注意事項につきましては、添付資料2ページ「１.経営成績等の概況(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。
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区　　　　分 売上高(千円) 構成比(％)

 産業機械事業 7,454,026 23.5

 冷間鍛造事業 1,554,032 4.9

 電機機器事業 5,542,141 17.5

 車両関係事業 16,993,974 53.7

 不動産等賃貸事業 122,439 0.4

 合　　　　計 31,666,615 100.0

１．経営成績等の概況

(1）経営成績に関する分析

① 当期の経営成績

当連結会計年度におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により経済・社会活動が急速に停滞

し、景気が悪化しました。第３四半期に入り緩やかな回復の兆しがみえたものの、変異株による感染の再拡大がみ

られるなど事態収束の兆しは見えず、依然として先行き不透明な状況が続いております。

このような経済環境のなか、当社グループにおきましては、「顧客対応力の充実を図る」を方針として掲げ、「人

づくり」「仕組みづくり」「ものづくり」を重点課題として定め、各事業において施策を推進しております。

当連結会計年度の当社グループの売上高は、産業機械事業及び冷間鍛造事業は前年同期の実績を上回ったものの、

電機機器事業及び車両関係事業は前年同期の実績を下回りました。

これらの結果、売上高は、前年同期比5.0％減の316億６千６百万円となりました。

利益面では、販売費及び一般管理費の削減とＩＴ投資効果により、営業利益は前年同期比94.7％増の７億７千８百

万円、経常利益は前年同期比84.3％増の８億９千５百万円、親会社株主に帰属する当期純損失は、車両関係事業及

び冷間鍛造事業並びに不動産等賃貸事業において「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき将来の回収可能性を

検討した結果、土地・建物等について14億８千１百万円の減損損失を特別損失として計上したため、８億４千７百

万円（前年同期は２億６千８百万円の利益）となりました。

　セグメントの業績は以下のとおりです。

〔産業機械事業〕

包装機械は、期の前半にコロナ禍で出張を伴う改造工事・保守メンテが中止や延期となりましたが、アルコール製

剤、消毒液、石鹸、洗剤等の設備の需要が高まり、医薬品、洗剤メーカーからの商談、受注がスポット的に増加

し、大型の液体充填ラインの売上が増加したことにより、前年同期の実績を大きく上回りました。さらに、小型・

中型機も堅調に推移しました。これらの結果、売上高は前年同期比18.1％増の74億５千４百万円、セグメント利益

（営業利益）は前年同期比92.2％増の８億５千４百万円となりました。

〔冷間鍛造事業〕

冷間鍛造事業は、期の前半に自動車メーカー各社の生産縮小や工場の停止による影響を受け、第２四半期までは前

年同期の実績を大きく下回りました。第３四半期以降は全ての分野において受注が回復し、生産高も増加しまし

た。これにより、自動車部品、電動工具部品は前年同期の実績を上回りました。一方、産業機械部品は、第３四半

期以降の売上増が第２四半期までの落ち込みをカバーするまでには至らず、前年同期の実績を下回りました。これ

らの結果、売上高は前年同期比3.4％増の15億５千４百万円、セグメント利益（営業利益）は、前年同期比84.4％

増の１億１千９百万円となりました。

〔電機機器事業〕

冷熱機器は、新築工事案件が少なかったものの、小口案件の取り込みに注力した結果、前年同期の実績を大きく上

回りました。また、空調機器用部材、設備機器も前年同期の実績を上回りました。一方、主力のＦＡ関連機器は、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う影響により自動車関連などの静岡県内製造業向け設備案件が減少した

ため、前年同期の実績を下回りました。また、空調設備工事も前年同期と比較して大型案件が少なかったため、前

年同期の実績を下回りました。これらの結果、売上高は前年同期比6.1％減の55億４千２百万円、セグメント利益

（営業利益）は前年同期比16.4％減の４億１千５百万円となりました。
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〔車両関係事業〕

新車販売は、第３四半期にスバルＸＶ、インプレッサ、フォレスターのマイナーチェンジが実施され、それにあわ

せたキャンペーンや購入支援パッケージを投入するなど増販に努めたほか、新型レヴォーグも発売され、下期は回

復基調となることが期待されました。しかし、第１四半期に新型コロナウイルス感染症の影響を、また、第４四半

期には半導体不足の影響を受けたため、新車販売、中古車販売で前年同期の実績を大きく下回りました。なお、サ

ービス部門はほぼ前年同期並みの実績となりました。一方、輸入車販売は前年同期の実績を上回りました。これら

の結果、売上高は前年同期比12.8％減の169億９千３百万円、セグメント利益（営業利益）は、前年同期比30.1％

減の１億５千２百万円となりました。

〔不動産等賃貸事業〕

売上高は前年同期比8.6％減の１億２千２百万円、セグメント利益（営業利益）は前年同期比93.7％減の１百万円

となりました。

② 次期の見通し

今後の日本経済につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、各国でワクチン接種が開始さ

れ、それに伴い緩やかな回復基調を辿ることが期待されますが、不確定要素が多く、先行きは厳しい状況が続くも

のと予想されます。当社グループの次期の見通しにつきましては、産業機械事業では、小型・中型機の引き合い案

件は好調ではありますが、前年のような大型の液体充填ラインの引き合いが少ないため、当連結会計年度を下回る

見込みであります。電機機器事業では、冷熱機器、空調設備工事は当連結会計年度の実績を下回る見込であります

が、主力のＦＡ関連機器で半導体関連の設備投資が好調であり、自動車関連の設備投資需要も回復基調にあるため

当連結会計年度の実績を上回る見込であります。また、空調機器用部材および設備機器は堅調に推移する見込みで

あります。これらを要因として、電機機器事業全体では当連結会計年度を上回る見込みであります。冷間鍛造事業

では、自動車部品は堅調に推移し、電動工具部品も、引き続き主要納入先向け製品の増産が期待されるため、当連

結会計年度の実績を上回る見込であります。さらに、産業機械部品においては新規製品が量産開始となったため、

当連結会計年度の実績を上回る見込であります。これらを要因として、冷間鍛造事業全体では当連結会計年度を上

回る見込みであります。車両関係事業では、当連結会計年度に投入した新型レヴォーグが引き続き堅調に推移し、

さらに新型ＢＲＺの投入予定もあり、登録車の販売台数が増加することが期待されるため、当連結会計年度の実績

を上回る見込であります。以上によりまして、2022年３月期における当社グループの売上高は330億円、営業利益

は５億円、経常利益は５億５千万円、親会社株主に帰属する当期純利益は３億５千万円となる見通しであります。

(2）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

資産合計は248億９千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億５千３百万円増加いたしました。

この内、流動資産は138億９千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億１千９百万円増加いたしました。こ

れは主に、現金及び預金の増加18億２千９百万円、仕掛品の増加５億１千１百万円、売掛債権（受取手形及び売

掛金、電子記録債権）の減少４億４千７百万円によるものであります。

固定資産は109億９千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億６千６百万円減少いたしました。これは主

に、投資有価証券の増加７億１千５百万円、建物及び構築物の減少４億５千９百万円、機械装置及び運搬具の減

少３億３千５百万円によるものであります。

負債合計は113億５千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億１千６百万円増加いたしました。これは主

に、借入金の増加８億５千万円、仕入債務（支払手形及び買掛金、電子記録債務）の増加４億８千１百万円によ

るものであります。

純資産合計は135億３千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億６千２百万円減少いたしました。これは主

に、利益剰余金の減少９億４千９百万円、その他有価証券評価差額金の増加４億８千７百万円によるものであり

ます。
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② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、63億４千８百万円で

あり、前連結会計年度末から18億１千３百万円の資金が増加（前連結会計年度は２億５千３百万円の資金が減

少）いたしました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前当期純損失が６億３千８百万円でありましたが、

売上債権の減少や仕入債務の増加、未払消費税等の増加等による資金の増加、法人税等の支払い等による資金の

減少により、25億１千２百万円の資金が増加（前連結会計年度は11億６百万円の資金が増加）いたしました。

（投資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・フローについては、有形固定資産の取得による資金の減少等により、13億６百万円

の資金が減少（前連結会計年度は17億５千９百万円の資金が減少）いたしました。

（財務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・フローについては、短期借入金や長期借入金の増加等による資金の増加、長期借入

金の返済等による資金の減少により、６億７百万円の資金が増加（前連結会計年度は３億９千９百万円の資金が

増加）いたしました。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、企業体質の一層の強化と将来の事業展開に備えるため内部留保の充実を図り、株主の皆さまには、安定配

当を継続的に行うことを基本方針としております。

当期の期末配当金につきましては、８億４千７百万円の損失となりますが、長期にわたる安定配当という基本方針

に加え、一過性損失の大部分がキャッシュの流出を伴わない損失であることを踏まえ１株当たり８円を予定してお

ります。なお、中間配当金として既に１株につき８円をお支払いしておりますので、合計の年間配当金は１株当た

り16円となる予定です。

次期の配当につきましては、１株当たり中間配当金８円、期末配当金８円の年間配当金16円を予定しております。
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２．企業集団の状況

当社及び当社の関係会社（子会社10社及び関連会社１社）は、産業機械の製造販売・冷間鍛造製品の製造販売・電機機

器の販売・請負工事・車両関係の販売修理・不動産等の賃貸を主な事業の内容としております。

産業機械事業……………包装機械は、当社が製造を行い、一部を除いて子会社の日本機械商事㈱を通して販売してお

ります。また、子会社の㈱エコノス・ジャパンでは殺菌装置、食品加工機械等の製造販売を

行っております。なお、㈱共和テックは当社から一部電機機器の提供を受け、産業機械・Ｆ

Ａ生産システムの製造販売を行っております。

冷間鍛造事業……………当社が冷間鍛造製品を製造販売しております。

電機機器事業……………当社が静岡県内を中心にＦＡ機器・空調機器・冷凍機器等電機機器の販売及び空調設備設

置工事を行っております。

車両関係事業……………当社及び子会社の静岡スバル自動車㈱・静岡ブイオート㈱・㈱ＰＵＲＥＳＴが、静岡県内

を中心に車両及びその関連商品を販売しております。

不動産等賃貸事業………当社が子会社他に対して不動産を賃貸する他、子会社の静岡自動車㈱が、静岡県内を中心

に、駐車場経営及び貸自動車業を行っております。

事業の系統図は次のとおりであります。
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３．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループの利害関係者は、主に国内の株主、債権者、取引先であることから、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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(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 4,658,105 6,487,543

受取手形及び売掛金 3,544,911 2,813,519

電子記録債権 399,670 683,704

商品及び製品 1,977,108 1,926,615

仕掛品 1,082,650 1,594,575

原材料及び貯蔵品 26,765 31,455

その他 708,019 382,052

貸倒引当金 △18,913 △21,342

流動資産合計 12,378,317 13,898,125

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 8,599,501 8,369,175

減価償却累計額 △4,710,000 △4,939,038

建物及び構築物（純額） 3,889,500 3,430,137

機械装置及び運搬具 4,529,827 4,242,695

減価償却累計額 △3,235,306 △3,283,882

機械装置及び運搬具（純額） 1,294,520 958,812

土地 3,358,323 3,052,399

リース資産 12,011 26,691

減価償却累計額 △2,399 △8,814

リース資産（純額） 9,611 17,876

建設仮勘定 160,267 69,390

その他 872,875 937,474

減価償却累計額 △702,161 △740,965

その他（純額） 170,714 196,509

有形固定資産合計 8,882,939 7,725,126

無形固定資産

のれん - 87,022

その他 208,509 204,870

無形固定資産合計 208,509 291,892

投資その他の資産

投資有価証券 1,857,151 2,572,240

繰延税金資産 170,853 80,344

その他 350,615 333,909

貸倒引当金 △9,360 △9,386

投資その他の資産合計 2,369,260 2,977,108

固定資産合計 11,460,709 10,994,126

資産合計 23,839,026 24,892,252

４．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

支払手形及び買掛金 3,092,620 3,221,051

電子記録債務 - 352,671

短期借入金 1,519,996 2,541,004

リース債務 3,304 6,135

未払法人税等 174,945 124,442

前受金 1,775,956 1,554,350

賞与引当金 489,862 509,329

製品保証引当金 43,864 34,469

資産除去債務 － 6,700

その他 916,879 1,200,782

流動負債合計 8,017,429 9,550,936

固定負債

長期借入金 935,015 765,005

リース債務 7,901 14,048

繰延税金負債 130,947 246,850

役員退職慰労引当金 269,296 262,001

退職給付に係る負債 121,878 141,320

資産除去債務 141,983 153,135

その他 219,059 226,360

固定負債合計 1,826,083 1,808,721

負債合計 9,843,513 11,359,658

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 3,151,288 3,151,288

利益剰余金 10,148,239 9,198,268

自己株式 △28,593 △28,640

株主資本合計 13,370,934 12,420,917

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 624,578 1,111,676

その他の包括利益累計額合計 624,578 1,111,676

純資産合計 13,995,513 13,532,593

負債純資産合計 23,839,026 24,892,252
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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 33,328,140 31,666,615

売上原価 26,806,127 25,067,391

売上総利益 6,522,013 6,599,223

販売費及び一般管理費 6,122,380 5,821,122

営業利益 399,632 778,100

営業外収益

受取利息 1,400 1,382

受取配当金 67,227 50,561

助成金収入 - 35,647

仕入割引 10,576 9,938

受取賃貸料 19,664 20,803

保険解約返戻金 5,773 25,079

その他 42,545 36,858

営業外収益合計 147,187 180,272

営業外費用

支払利息 10,323 15,609

売上割引 42,080 37,767

その他 8,458 9,268

営業外費用合計 60,862 62,645

経常利益 485,958 895,727

特別利益

固定資産売却益 2,701 1,609

特別利益合計 2,701 1,609

特別損失

固定資産売却損 1,077 54

固定資産除却損 12,944 13,062

投資有価証券評価損 12,802 41,543

ゴルフ会員権評価損 3,675 -

減損損失 - 1,481,290

特別損失合計 30,500 1,535,950

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損

失（△）
458,159 △638,613

法人税、住民税及び事業税 235,209 233,180

法人税等調整額 △45,409 △24,716

法人税等合計 189,799 208,463

当期純利益又は当期純損失（△） 268,359 △847,076

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（△）
268,359 △847,076

（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)

当期純利益又は当期純損失（△） 268,359 △847,076

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △330,355 487,098

その他の包括利益合計 △330,355 487,098

包括利益 △61,995 △359,978

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △61,995 △359,978

非支配株主に係る包括利益 - -

（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 100,000 3,151,285 10,014,927 △28,631 13,237,581

当期変動額

剰余金の配当 △135,047 △135,047

親会社株主に帰属する当期純利益 268,359 268,359

自己株式の処分 3 38 41

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

当期変動額合計 - 3 133,312 38 133,353

当期末残高 100,000 3,151,288 10,148,239 △28,593 13,370,934

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 954,933 954,933 14,192,514

当期変動額

剰余金の配当 △135,047

親会社株主に帰属する当期純利益 268,359

自己株式の処分 41

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

△330,355 △330,355 △330,355

当期変動額合計 △330,355 △330,355 △197,001

当期末残高 624,578 624,578 13,995,513

（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 100,000 3,151,288 10,148,239 △28,593 13,370,934

当期変動額

剰余金の配当 △102,894 △102,894

親会社株主に帰属する当期純利益 △847,076 △847,076

自己株式の取得 △46 △46

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

当期変動額合計 - - △949,971 △46 △950,017

当期末残高 100,000 3,151,288 9,198,268 △28,640 12,420,917

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 624,578 624,578 13,995,513

当期変動額

剰余金の配当 △102,894

親会社株主に帰属する当期純利益 △847,076

自己株式の取得 △46

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

487,098 487,098 487,098

当期変動額合計 487,098 487,098 △462,919

当期末残高 1,111,676 1,111,676 13,532,593

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又は税金等調整前当期純

損失（△）
458,159 △638,613

減価償却費 869,798 849,901

減損損失 - 1,481,290

のれん償却額 - 15,356

貸倒引当金の増減額（△は減少） 846 1,105

賞与引当金の増減額（△は減少） 25,434 19,466

製品保証引当金の増減額（△は減少） 162 △9,395

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,590 △7,294

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 5,877 19,441

受取利息及び受取配当金 △68,628 △51,944

支払利息 10,323 15,609

固定資産売却損益（△は益） △1,623 △1,555

固定資産除却損 12,944 13,062

投資有価証券評価損益（△は益） 12,802 41,543

ゴルフ会員権評価損 3,675 -

売上債権の増減額（△は増加） 524,468 340,856

たな卸資産の増減額（△は増加） 184,232 △83,357

仕入債務の増減額（△は減少） △505,897 429,948

未払消費税等の増減額（△は減少） △162,058 275,954

その他 △68,549 △71,734

小計 1,314,558 2,639,641

利息及び配当金の受取額 68,628 51,916

利息の支払額 △11,498 △15,637

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △265,658 △163,712

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,106,029 2,512,208

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） 64,961 △12,509

有形固定資産の取得による支出 △1,734,592 △1,119,738

有形固定資産の除却による支出 △5,334 △4,625

有形固定資産の売却による収入 6,830 1,185

無形固定資産の取得による支出 △72,279 △88,771

投資有価証券の取得による支出 △14,737 △35,406

子会社株式の取得による支出 - △3,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出
- △56,611

その他 △4,069 12,774

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,759,222 △1,306,703

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） 530,000 910,500

長期借入れによる収入 300,000 120,000

長期借入金の返済による支出 △293,330 △313,270

自己株式の処分による収入 41 -

自己株式の取得による支出 - △46

配当金の支払額 △134,975 △103,013

リース債務の返済による支出 △2,192 △6,446

財務活動によるキャッシュ・フロー 399,543 607,723

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △253,648 1,813,227

現金及び現金同等物の期首残高 4,788,947 4,535,298

現金及び現金同等物の期末残高 4,535,298 6,348,526

（４）連結キャッシュ・フロー計算書
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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。

（開示の省略）

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算

書、リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オ

プション等、企業結合等、資産除去債務、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要

性が大きくないと考えられるため開示を省略します。
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（単位：千円）

報告セグメント

合計

産業機械事業 冷間鍛造事業 電機機器事業 車両関係事業
不動産等賃貸

事業

売上高

外部顧客への売上高 6,311,448 1,503,420 5,900,322 19,478,966 133,983 33,328,140

セグメント間の内部

売上高又は振替高
2,485 - 46,825 189,545 206,666 445,522

計 6,313,933 1,503,420 5,947,147 19,668,511 340,650 33,773,663

セグメント利益 444,430 64,651 497,530 218,287 23,104 1,248,004

（単位：千円）

報告セグメント

合計

産業機械事業 冷間鍛造事業 電機機器事業 車両関係事業
不動産等賃貸

事業

売上高

外部顧客への売上高 7,454,026 1,554,032 5,542,141 16,993,974 122,439 31,666,615

セグメント間の内部

売上高又は振替高
27,295 - 82,770 302,982 256,734 669,783

計 7,481,322 1,554,032 5,624,912 17,296,957 379,173 32,336,398

セグメント利益 854,294 119,230 415,753 152,627 1,453 1,543,358

（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、製品（商品他）別の製造販売体制を置き、取り扱う製品（商品他）について戦略を立案

し、事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは、製造販売体制を基礎とした製品（商品他）別セグメントから構成されてお

り、「産業機械事業」、「冷間鍛造事業」、「電機機器事業」、「車両関係事業」、「不動産等賃貸事業」

の５つを報告セグメントとしております。

「産業機械事業」は、包装機械製品・殺菌装置・食品加工機械、産業機械・ＦＡ生産システム等を製造販売

しております。「冷間鍛造事業」は、冷間鍛造製品を製造販売しております。「電機機器事業」は、ＦＡ機

器・空調機器・冷凍機器等電機機器の販売及び空調設備設置工事を行っております。「車両関係事業」は、

車両及びその関連商品を販売しております。「不動産等賃貸事業」は、不動産賃貸・駐車場経営・貸自動車

業を行っております。

２  報告セグメントごとの売上高、利益の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」

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。

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）

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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売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 33,773,663 32,336,398

セグメント間取引消去 △445,522 △669,783

連結財務諸表の売上高 33,328,140 31,666,615

利益  前連結会計年度  当連結会計年度

報告セグメント計 1,248,004 1,543,358

セグメント間取引消去 △2,614 90,138

全社費用（注） △845,757 △855,396

連結財務諸表の営業利益 399,632 778,100

４  報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　   　　　　　　 （単位：千円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社の一般管理費であります。

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株当たり純資産額 2,176円30銭 2,104円34銭

１株当たり当期純利益又は1株当たり当期純

損失（△）
41円73銭 △131円72銭

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) 268,359 △847,076

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) 268,359 △847,076

普通株式の期中平均株式数 (千株) 6,430 6,430

（１株当たり情報）

（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、１株当たり純損失であり、また、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。なお、前連結会計年度の潜在調整後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。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,880,740 2,762,333

受取手形 525,676 441,697

電子記録債権 264,421 305,877

売掛金 1,766,988 1,772,270

商品及び製品 368,642 459,589

仕掛品 1,002,050 1,529,687

原材料及び貯蔵品 17,266 20,554

前払費用 34,881 40,425

関係会社短期貸付金 - 150,000

その他 247,581 103,005

貸倒引当金 △2,056 △14,565

流動資産合計 6,106,192 7,570,875

固定資産

有形固定資産

建物 1,057,933 862,518

構築物 96,249 54,431

機械及び装置 433,235 243,073

車両運搬具 48,627 42,735

工具、器具及び備品 73,168 117,896

土地 1,004,498 724,003

リース資産 10,327 18,449

建設仮勘定 12,044 33,883

有形固定資産合計 2,736,084 2,096,991

無形固定資産

ソフトウエア 164,452 145,080

ソフトウエア仮勘定 15,148 18,926

その他 0 0

無形固定資産合計 179,601 164,007

投資その他の資産

投資有価証券 1,293,409 1,922,084

関係会社株式 2,461,626 2,623,358

その他 151,228 151,304

貸倒引当金 △4,130 △4,130

投資その他の資産合計 3,902,134 4,692,617

固定資産合計 6,817,819 6,953,616

資産合計 12,924,012 14,524,492

５．個別財務諸表

（１）貸借対照表
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 398,457 67,532

電子記録債務 - 352,671

買掛金 542,199 1,075,478

短期借入金 129,996 1,320,004

リース債務 3,304 6,135

未払金 304,341 288,762

未払費用 89,782 95,156

未払法人税等 10,747 20,930

未払消費税等 22,327 8,298

前受金 486,990 575,061

預り金 14,680 14,780

賞与引当金 251,342 261,719

製品保証引当金 43,864 34,469

流動負債合計 2,298,034 4,120,999

固定負債

長期借入金 152,515 72,505

リース債務 7,901 14,048

繰延税金負債 162,934 296,465

退職給付引当金 17,208 19,487

役員退職慰労引当金 122,000 125,937

資産除去債務 33,255 33,427

その他 180,869 166,549

固定負債合計 676,686 728,421

負債合計 2,974,720 4,849,421

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金

資本準備金 1,833,576 1,833,576

その他資本剰余金 1,237,010 1,237,010

資本剰余金合計 3,070,587 3,070,587

利益剰余金

利益準備金 211,715 211,715

その他利益剰余金

買換資産圧縮積立金 189,000 185,055

オープンイノベーション促進積立金 - 7,500

別途積立金 4,316,000 4,316,000

繰越利益剰余金 1,666,978 938,865

利益剰余金合計 6,383,693 5,659,135

自己株式 △28,593 △28,640

株主資本合計 9,525,687 8,801,082

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 423,604 873,988

評価・換算差額等合計 423,604 873,988

純資産合計 9,949,292 9,675,071

負債純資産合計 12,924,012 14,524,492
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(単位：千円)

前事業年度
(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

当事業年度
(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

売上高 11,625,242 11,231,429

売上原価 9,616,441 9,192,776

売上総利益 2,008,800 2,038,652

販売費及び一般管理費 1,960,195 1,957,529

営業利益 48,604 81,123

営業外収益

受取利息 1,514 1,480

受取配当金 616,828 87,785

その他 45,042 51,278

営業外収益合計 663,385 140,544

営業外費用

支払利息 2,497 5,782

その他 38,507 34,437

営業外費用合計 41,005 40,219

経常利益 670,984 181,448

特別利益

固定資産売却益 796 1,309

特別利益合計 796 1,309

特別損失

固定資産売却損 319 -

固定資産除却損 9,244 5,088

ゴルフ会員権評価損 3,675 -

投資有価証券評価損 - 37,809

減損損失 - 807,317

特別損失合計 13,239 850,215

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 658,541 △667,456

法人税、住民税及び事業税 14,581 33,498

法人税等調整額 23,048 △79,290

法人税等合計 37,629 △45,792

当期純利益又は当期純損失（△） 620,912 △621,663

（２）損益計算書
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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

資本準備金
その他資本剰余

金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計買換資産
圧縮積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金

当期首残高 100,000 1,833,576 1,237,007 3,070,584 211,715 193,573 4,316,000 1,176,540 5,897,828

当期変動額

買換資産圧縮
積立金の取崩

△4,573 4,573 -

剰余金の配当 △135,047 △135,047

当期純利益 620,912 620,912

自己株式の処分 3 3

株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）

当期変動額合計 - - 3 3 - △4,573 - 490,438 485,865

当期末残高 100,000 1,833,576 1,237,010 3,070,587 211,715 189,000 4,316,000 1,666,978 6,383,693

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本合計
その他有価証券

評価差額金
評価・換算差額等合計

当期首残高 △28,631 9,039,780 718,269 718,269 9,758,050

当期変動額

買換資産圧縮
積立金の取崩

- -

剰余金の配当 △135,047 △135,047

当期純利益 620,912 620,912

自己株式の処分 38 41 41

株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）

△294,664 △294,664 △294,664

当期変動額合計 38 485,906 △294,664 △294,664 191,241

当期末残高 △28,593 9,525,687 423,604 423,604 9,949,292

（３）株主資本等変動計算書

前事業年度（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

資本準備金
その他資本

剰余金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金

買換資産
圧縮積立金

オープン
イノベー
ション促
進積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金

当期首残高 100,000 1,833,576 1,237,010 3,070,587 211,715 189,000 - 4,316,000 1,666,978

当期変動額

買換資産圧縮
積立金の取崩

△3,945 3,945

オープンイノ
ベーション促
進積立金の積立

7,500 △7,500

剰余金の配当 △102,894

当期純利益 △621,663

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 - - - - - △3,945 7,500 - △728,113

当期末残高 100,000 1,833,576 1,237,010 3,070,587 211,715 185,055 7,500 4,316,000 938,865

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計利益剰余金
自己株式 株主資本合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

利益剰余金合計

当期首残高 6,383,693 △28,593 9,525,687 423,604 423,604 9,949,292

当期変動額

買換資産圧縮
積立金の取崩

- - -

オープンイノ
ベーション促
進積立金の積立

- - -

剰余金の配当 △102,894 △102,894 △102,894

当期純利益 △621,663 △621,663 △621,663

自己株式の取得 △46 △46 △46

株主資本以外の
項目の当期変
動額（純額）

450,384 450,384 450,384

当期変動額合計 △724,558 △46 △724,604 450,384 450,384 △274,220

当期末残高 5,659,135 △28,640 8,801,082 873,988 873,988 9,675,071

当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
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