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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 12,966 △18.2 △551 ― △484 ― △578 ―

2020年3月期 15,859 △1.2 228 ― 140 ― 116 ―

（注）包括利益 2021年3月期　　△600百万円 （―％） 2020年3月期　　33百万円 （―％）

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 △576.16 ― △35.5 △5.4 △4.2

2020年3月期 115.76 ― 6.1 1.6 1.4

（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 8,618 1,330 15.4 1,324.58

2020年3月期 9,431 1,930 20.5 1,922.07

（参考） 自己資本 2021年3月期 1,329百万円 2020年3月期 1,929百万円

(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 △100 290 715 2,424

2020年3月期 198 △280 129 1,535

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 ― 0.00 0.00 ― ― ―

2021年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

2022年3月期(予想) ― 0.00 ― ― ― ―

※2022年３月期期末配当予想については、未定です。

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）
（％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) 7,200 22.1 15 ― △20 ― △20 ― △19.91

通期 15,000 15.7 90 ― 15 ― 15 ― 14.93



※ 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 1,017,179 株 2020年3月期 1,017,179 株

② 期末自己株式数 2021年3月期 12,691 株 2020年3月期 12,642 株

③ 期中平均株式数 2021年3月期 1,004,505 株 2020年3月期 1,004,631 株

（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）

(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 5,614 △25.9 △100 ― △61 ― △397 ―

2020年3月期 7,579 △6.9 132 ― 244 321.3 199 333.9

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 △395.85 ―

2020年3月期 198.50 ―

(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 6,688 1,377 20.6 1,371.81

2020年3月期 6,911 1,768 25.6 1,760.93

（参考） 自己資本 2021年3月期 1,377百万円 2020年3月期 1,768百万円

※ 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

（将来に関する記述等についてのご注意）

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及び
業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、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拡大に伴い、景気が急速に悪化するなど厳しい状

況が継続する中、中国をはじめ東南アジアや国内における経済活動の再開により緩やかな景気回復に持ち直しの動き

が見られるものの、国内外における感染症の再拡大に伴う各種行動制限が継続するなど、景気の先行き不透明な状況

が続いているものと見込まれております。

このような状況の中、当社グループは、前向きな投資戦略、新規事業への挑戦、国内外の体制を再整備し、合理化

の実行による業績向上をめざしてまいりました。

しかしながら、売上は、129億66百万円（前年連結会計年度158億59百万円）と大幅減収となり、利益面では、営業

損失５億51百万円（前連結会計年度利益２億28百万円）、経常損失４億84百万円（前連結会計年度利益１億40百万

円）、親会社株主に帰属する当期純損失５億78百万円（前連結会計年度利益１億16百万円）と大幅減益となりまし

た。

セグメントの業績は次のとおりであります。なお、文中の各セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高を

含んでおりません。

（合成樹脂成形関連事業）

新型コロナウイルス感染症の影響により、当社及び連結子会社で売上が減少したことにより売上高は、110億20百

万円（前連結会計年度135億83百万円）の減収となり、利益面では、営業損失５億94百万円（前連結会計年度利益１

億23百万円）と大幅減益となりました。

（物流機器関連事業）

受注拡大に努め積極的な営業活動を展開してまいりましたが、売上高は、19億46百万円（前連結会計年度22億76

百万円）となりました。利益面では営業利益43百万円（前連結会計年度利益１億４百万円）の減益になりました。

（２）当期の財政状態の概況

（資産の状況）

資産合計は86億18百万円となり、前連結会計年度末と比べ８億12百万円減少しました。これは主に、現金及び預金

８億93百万円増加、受取手形及び売掛金６億82百万円減少、土地５億13百万円減少したことによるものです。

（負債の状況）

負債合計は72億88百万円となり、前連結会計年度末と比べ２億11百万円減少しました。これは主に、支払手形及

び買掛金が６億95百万円減少、電子記録債務１億18百万円減少、長期借入金が６億18百万円増加したことによるもの

です。

（純資産の状況）

純資産合計は13億30百万円となり、前連結会計年度末と比べ６億円減少しました。これは主に、利益剰余金が５

億78百万円減少したことによるものです。

（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の期末残高は、前連結会計年度末に比べ８億89百万円増加し、24億24

百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュフローの状況）

営業活動の結果支出した資金は、１億円となりました。これは主に、減価償却費２億55百万円の計上と、売上債権

の減少で７億70百万円、仕入債務の減少７億２百万円によるものです。

（投資活動によるキャッシュフローの状況）

投資活動の結果得られた資金は、２億90百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出３億３

百万円、有形固定資産の売却による収入５億93百万円によるものです。

（財務活動によるキャッシュフローの状況）

財務活動の結果得られた資金は、７億15百万円となりました。これは主に、短期および長期借入金の借入、返済に

よるものです。
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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感染症拡大の環境下、各国でワクチン接種が開始されるなど収

束に向けた動きも見られますが、国内外における感染症の再拡大に伴う各種行動制限が継続するなど、景気の先行き

は依然として不透明な状況が続いて行く事が予想されます。

このような状況の中、当社グループは、樹脂成形事業の体制強化、生産拠点の再構築、管理部門の充実等の思い切

った構造改革の実行により、全社一体となって業績の向上を目指してまいります。

これにより2022年3月期の連結業績予想につきましては、売上高150億円、営業利益90百万円、経常利益15百万円、

親会社株主に帰属する当期純利益15百万円と予想しております。

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、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は日本基準で連結財務諸

表を作成する方針であります。

なお、国際会計基準の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応する方針であります。
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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 1,538,180 2,431,543

受取手形及び売掛金 3,280,394 2,597,733

電子記録債権 813,208 619,236

商品及び製品 596,581 517,713

仕掛品 162,589 143,354

原材料及び貯蔵品 359,621 280,196

その他 126,527 138,073

流動資産合計 6,877,102 6,727,851

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,894,744 1,863,433

減価償却累計額 △1,593,175 △1,583,134

建物及び構築物（純額） 301,569 280,299

機械装置及び運搬具 3,286,485 3,114,356

減価償却累計額 △2,731,792 △2,631,774

機械装置及び運搬具（純額） 554,692 482,581

土地 1,282,846 768,976

リース資産 191,250 153,373

減価償却累計額 △116,753 △90,369

リース資産（純額） 74,496 63,003

建設仮勘定 4,369 120

その他 681,148 664,521

減価償却累計額 △594,754 △589,767

その他（純額） 86,393 74,753

有形固定資産合計 2,304,368 1,669,735

無形固定資産

のれん 36,805 -

リース資産 4,558 11,682

その他 22,967 18,136

無形固定資産合計 64,331 29,819

投資その他の資産

投資有価証券 30,691 34,046

その他 157,362 160,344

貸倒引当金 △2,830 △2,830

投資その他の資産合計 185,224 191,561

固定資産合計 2,553,924 1,891,115

資産合計 9,431,027 8,618,966
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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 2,781,204 2,085,758

電子記録債務 400,867 282,577

短期借入金 1,602,234 1,736,184

リース債務 30,272 29,069

未払法人税等 55,616 16,209

賞与引当金 27,828 -

その他 373,866 368,405

流動負債合計 5,271,891 4,518,204

固定負債

長期借入金 1,893,535 2,511,795

リース債務 71,123 56,504

繰延税金負債 48,704 42,655

退職給付に係る負債 193,943 149,572

その他 21,044 9,707

固定負債合計 2,228,350 2,770,234

負債合計 7,500,241 7,288,439

純資産の部

株主資本

資本金 927,623 927,623

資本剰余金 763,504 763,504

利益剰余金 296,943 △281,812

自己株式 △23,204 △23,244

株主資本合計 1,964,868 1,386,071

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △3,781 1,354

繰延ヘッジ損益 △1,048 542

為替換算調整勘定 △2,059 △26,854

退職給付に係る調整累計額 △28,139 △31,387

その他の包括利益累計額合計 △35,028 △56,345

非支配株主持分 945 801

純資産合計 1,930,785 1,330,527

負債純資産合計 9,431,027 8,618,966
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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 15,859,657 12,966,763

売上原価 13,894,108 11,986,646

売上総利益 1,965,548 980,116

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 272,667 178,871

役員報酬 101,714 98,599

給料及び賞与 620,694 591,571

賞与引当金繰入額 17,470 -

退職給付費用 36,682 39,341

法定福利及び厚生費 110,107 100,013

旅費及び交通費 78,658 46,070

賃借料 86,126 83,035

減価償却費 22,396 17,658

その他 390,374 375,995

販売費及び一般管理費合計 1,736,893 1,531,157

営業利益又は営業損失（△） 228,654 △551,040

営業外収益

受取利息 8,099 5,643

受取配当金 489 442

為替差益 - 53,560

受取手数料 7,182 7,540

受取賃貸料 20 -

賞与引当金戻入額 - 27,828

助成金収入 - 28,261

その他 10,145 19,365

営業外収益合計 25,937 142,640

営業外費用

支払利息 60,555 68,774

債権売却損 6,564 1,990

為替差損 41,234 -

その他 6,221 5,647

営業外費用合計 114,576 76,413

経常利益又は経常損失（△） 140,015 △484,813
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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 6,294 2,921

投資有価証券売却益 4,584 -

移転補償金 40,237 -

特別利益合計 51,116 2,921

特別損失

固定資産処分損 2,381 66,902

投資有価証券評価損 3,149 -

事業構造改善費用 - 4,392

たな卸資産廃棄損 - 8,543

特別損失合計 5,530 79,838

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

185,601 △561,730

法人税、住民税及び事業税 72,989 23,819

法人税等調整額 △3,776 △6,878

法人税等合計 69,212 16,940

当期純利益又は当期純損失（△） 116,388 △578,670

非支配株主に帰属する当期純利益 93 85

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（△）

116,295 △578,756
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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)

当期純利益又は当期純損失（△） 116,388 △578,670

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,865 5,135

繰延ヘッジ損益 △942 1,591

為替換算調整勘定 △41,998 △24,838

退職給付に係る調整額 △37,432 △3,248

その他の包括利益合計 △83,239 △21,360

包括利益 33,149 △600,031

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 33,065 △600,074

非支配株主に係る包括利益 84 42
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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 927,623 763,504 180,648 △23,029 1,848,747

当期変動額

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（△）

116,295 116,295

自己株式の取得 △175 △175

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 116,295 △175 116,120

当期末残高 927,623 763,504 296,943 △23,204 1,964,868

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
繰延ヘッジ損益

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 △915 △105 39,930 9,293 48,201 1,019 1,897,969

当期変動額

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（△）

116,295

自己株式の取得 △175

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△2,865 △942 △41,989 △37,432 △83,230 △73 △83,303

当期変動額合計 △2,865 △942 △41,989 △37,432 △83,230 △73 32,816

当期末残高 △3,781 △1,048 △2,059 △28,139 △35,028 945 1,930,785
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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 927,623 763,504 296,943 △23,204 1,964,868

当期変動額

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（△）

△578,756 △578,756

自己株式の取得 △39 △39

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 △578,756 △39 △578,796

当期末残高 927,623 763,504 △281,812 △23,244 1,386,071

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
繰延ヘッジ損益

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 △3,781 △1,048 △2,059 △28,139 △35,028 945 1,930,785

当期変動額

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（△）

△578,756

自己株式の取得 △39

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

5,135 1,591 △24,795 △3,248 △21,317 △144 △21,461

当期変動額合計 5,135 1,591 △24,795 △3,248 △21,317 △144 △600,258

当期末残高 1,354 542 △26,854 △31,387 △56,345 801 1,330,527
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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又は税金等調整前当期
純損失（△）

185,601 △561,730

減価償却費 269,118 255,091

のれん償却額 36,805 36,805

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △16,604 △46,278

賞与引当金の増減額（△は減少） 970 △27,828

受取利息及び受取配当金 △8,589 △6,085

支払利息 60,555 68,774

為替差損益（△は益） 143 △263

固定資産処分損益（△は益） 2,381 66,902

固定資産売却損益（△は益） △6,294 △2,921

投資有価証券売却損益（△は益） △4,584 -

投資有価証券評価損益（△は益） 3,149 -

たな卸資産廃棄損 - 8,543

移転補償金 △40,237 -

助成金収入 - △28,261

事業構造改善費用 - 4,392

売上債権の増減額（△は増加） △1,120,086 770,940

たな卸資産の増減額（△は増加） △51,114 179,055

仕入債務の増減額（△は減少） 926,850 △702,072

未払消費税等の増減額（△は減少） 33,325 △39,239

その他 △7,433 8,136

小計 263,956 △16,037

利息及び配当金の受取額 8,589 6,085

利息の支払額 △62,177 △68,209

法人税等の支払額 △63,192 △43,412

法人税等の還付額 0 0

移転補償金の受取額 51,081 -

助成金の受取額 - 25,861

事業構造改善費用の支払額 - △4,392

営業活動によるキャッシュ・フロー 198,257 △100,105

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 △4,200 △4,200

定期預金の払戻による収入 4,200 -

投資有価証券の取得による支出 △18,359 △13,370

投資有価証券の売却による収入 34,062 15,539

有形固定資産の取得による支出 △314,835 △303,057

有形固定資産の売却による収入 16,473 593,268

無形固定資産の取得による支出 △8,837 △2,046

投資その他の資産の増減額（△は増加） - 80

貸付金の回収による収入 7,344 7,344

その他 3,707 △2,804

投資活動によるキャッシュ・フロー △280,446 290,753
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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） △18,129 252,839

長期借入金の返済による支出 △671,606 △1,342,589

長期借入れによる収入 859,996 1,846,962

自己株式の取得による支出 △175 △39

リース債務の返済による支出 △40,909 △41,357

非支配株主への配当金の支払額 △157 △186

財務活動によるキャッシュ・フロー 129,017 715,627

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,385 △17,111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 31,444 889,163

現金及び現金同等物の期首残高 1,504,285 1,535,730

現金及び現金同等物の期末残高 1,535,730 2,424,893
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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

⑴報告セグメントの決定方法

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諸表が入手可能であり、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。

　当社グループの報告セグメントの区分方法は、製品の種類、性質、製造方法を考慮し、「合成樹脂成形関連事

業」、「物流機器関連事業」の２つを報告セグメントとしております。

⑵各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

「合成樹脂成形関連事業」は、ＯＡ機器部品・セールスプロモーション製品・住設機器・自動車用品・アミュ

ーズメント関連部品・情報通信関連用品・家電部品等の製造販売をしております。

　「物流機器関連事業」は、物流機器（コンビテナー）等の製造販売をしております。

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売上高及び振替高は取引高の

実績及び製品種別の利益率を用いて算定した理論値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

連結財務諸表
計上額合成樹脂成形

関連事業
物流機器
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 13,583,200 2,276,456 15,859,657 ─ 15,859,657

セグメント間の内部
売上高又は振替高

158,911 1,004 159,915 △159,915 ─

計 13,742,111 2,277,461 16,019,572 △159,915 15,859,657

セグメント利益 123,712 104,942 228,654 ─ 228,654

セグメント資産 7,690,895 1,104,147 8,795,043 635,984 9,431,027

セグメント負債 3,588,531 536,467 4,124,999 3,375,242 7,500,241

その他の項目

減価償却費 251,151 17,967 269,118 ─ 269,118

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

293,239 7,384 300,623 ─ 300,623

　(注) １. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２. 調整額は以下のとおりであります。

　⑴セグメント資産の調整額 635,984千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に現

金・預金、投資有価証券、会員権等であります。

　⑵セグメント負債の調整額 3,375,242千円は、主に短期借入金、長期借入金、退職給付に係る負債であり

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
調整額

連結財務諸表
計上額合成樹脂成形

関連事業
物流機器
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 11,020,081 1,946,681 12,966,763 ─ 12,966,763

セグメント間の内部
売上高又は振替高

55,710 166 55,876 △55,876 ─

計 11,075,792 1,946,847 13,022,640 △55,876 12,966,763

セグメント利益又は
損失（△）

△594,577 43,537 △551,040 ─ △551,040

セグメント資産 6,317,930 1,016,813 7,334,743 1,284,222 8,618,966

セグメント負債 2,837,779 465,090 3,302,869 3,985,569 7,288,439

その他の項目

減価償却費 238,599 16,491 255,091 ─ 255,091

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

312,746 ─ 312,746 ─ 312,746

(注) １. セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業損失と一致しております。

２. 調整額は以下のとおりであります。

　⑴セグメント資産の調整額 1,284,222千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に

現金・預金、投資有価証券、会員権等であります。

　⑵セグメント負債の調整額 3,985,569千円は、主に短期借入金、長期借入金、退職給付に係る負債であり

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 1,922円07銭 1,324円58銭

　１株当たり当期純利益又は
　損失（△）

115円76銭 △576円16銭

　潜在株式調整後
　１株当たり当期純利益

潜在株式が存在しないため記載しており
ません。

１株当たり当期純損失であり、また、潜
在株式が存在しないため記載しておりま
せん。

　１株当たり当期純損失の算定上の基礎

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又は
　損失（△）

116,295千円 △578,756千円

　普通株主に帰属しない金額 ― ―

　普通株式に係る親会社株主に帰属する
　当期純利益又は損失（△）

116,295千円 △578,756千円

　普通株式の期中平均株式数 1,004千株 1,004千株
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

４．その他

　（役員の異動）

役員の異動につきましては、本日公表の「代表取締役および取締役の異動に関するお知らせ」をご覧下さい。
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