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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 5,623 3.1 122 45.3 137 61.0 116 75.2
2020年3月期 5,452 △8.0 84 △32.0 85 △36.4 66 △36.7

(注) 包括利益 2021年3月期 198百万円（ 493.8％） 2020年3月期 33百万円( △23.3％）
　

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 22.97 - 4.0 2.7 2.2

2020年3月期 13.11 - 2.3 1.7 1.6
(参考) 持分法投資損益 2021年3月期 △1百万円 2020年3月期 △8百万円
　

　

（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 5,275 3,002 56.9 591.12
2020年3月期 4,974 2,838 57.1 558.97

(参考) 自己資本 2021年3月期 3,002百万円 2020年3月期 2,838百万円
　

　

（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 207 △8 △57 982

2020年3月期 206 △9 △56 840
　

　　

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 － 7.00 7.00 35 53.4 1.3

2021年3月期 － 0.00 － 7.00 7.00 35 30.5 1.2

2022年3月期（予想） － 0.00 － 7.00 7.00 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） 2,983 3.8 63 40.5 70 29.3 53 21.9 10.61

通 期 5,966 6.1 134 9.6 144 4.9 112 △3.8 22.09

　　



※ 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 5,090,000株 2020年3月期 5,090,000株

② 期末自己株式数 2021年3月期 11,264株 2020年3月期 11,264株

③ 期中平均株式数 2021年3月期 5,078,736株 2020年3月期 5,078,736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 5,206 4.0 102 47.5 125 45.5 108 75.9
2020年3月期 5,003 △6.8 69 △28.6 85 △27.1 61 △35.4

　

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 21.38 －

2020年3月期 12.15 －
　

　

（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 4,769 2,642 55.4 520.27

2020年3月期 4,478 2,487 55.6 489.82

(参考) 自己資本 2021年3月期 2,642百万円 2020年3月期 2,487百万円
　　

　

２．2022年3月期の個別業績予想（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 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期（累計） 2,760 3.2 60 23.1 48 16.3 9.50
通 期 5,520 6.0 125 0.5 100 △7.3 19.82

　

　

※ 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
断する一定の前提条件に基づいており、実際の業績等は様々な要因によって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いては、添付資料２ページの「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当社グループの業績は、売上高5,623百万円（前年同期比3.1％増）、営業利益122百万

円（前年同期比45.3％増）、経常利益137百万円（前年同期比61.0％増）、親会社株主に帰属する当期純利益116百

万円（前年同期比75.2％増）となりました。

新型コロナウイルス感染症対策に伴う経済活動停滞の影響から一部顧客では需要の減少が見られたものの、５Ｇ

の実用化ならびにＡＩ，IoTの活用進展、リモートワークの普及等に伴う設備投資増加を背景に、当社主力市場であ

る半導体製造装置関連の顧客が堅調に推移し、年度の後半にはインフラ関連でも受注が回復してきたこと、また販

売費及び一般管理費が減少したことから前連結会計年度と比べ増収増益となりました。

なお、当社グループは単一セグメントのため、セグメント別の記載を行っておりません。

（２）当期の財政状態の概況

当連結会計年度末の総資産は5,275百万円で、前連結会計年度末より301百万円増加いたしました。

流動資産は3,115百万円で、前連結会計年度末に比べ204百万円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金の

増加142百万円、電子記録債権の増加107百万円等であります。

固定資産は2,160百万円で、前連結会計年度末に比べ96百万円増加いたしました。主な要因は、投資有価証券の

増加115百万円等であります。

流動負債は2,104百万円で、前連結会計年度末に比べ129百万円増加いたしました。主な要因は、支払手形及び買

掛金の増加129百万円等であります。

固定負債は169百万円で、前連結会計年度末に比べ８百万円増加いたしました。主な要因は、長期借入金の減少

20百万円があった一方、繰延税金負債の増加30百万円等があったことによるものであります。

純資産は3,002百万円で、前連結会計年度末に比べ163百万円増加いたしました。主な要因は、利益剰余金の増加

81百万円とその他有価証券評価差額金の増加81百万円であります。

（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(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ142百

万円増加し、982百万円となりました。

(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・フローは、207百万円の収入（前連結会計年度は206百万円の収入）となりました。

主な要因は、税金等調整前当期純利益137百万円、仕入債務の増加129百万円であります。

(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・フローは、８百万円の支出（前連結会計年度は９百万円の支出）となりました。主

な要因は、有形固定資産の取得による支出６百万円、無形固定資産の取得による支出２百万円であります。

(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・フローは、57百万円の支出（前連結会計年度は56百万円の支出）となりました。主

な要因は、長期借入金の返済による支出20百万円及び配当金の支払額35百万円であります。

（４）今後の見通し

変異を続ける新型コロナウイルスの感染動向や半導体等一部部材の供給不足による最終製品の生産への影響など

依然として先行き不透明な状況にありますが、需給バランスの回復を前提として、当社主力市場である半導体製造

装置関連業界においては、５Ｇ対応スマートフォンの拡大、感染防止対策のためのオンライン化等で半導体需要が

増加し、中長期的に市場環境は一段と拡大していくものと予想されます。

当社グループでは、コロナ禍において顧客との面会が制限される中、感染防止対策を取りながらの訪問やＷＥＢ

商談等の活用によりお客様の声を間近で聞く試みを実施し、役員はじめ全社一丸となって「お客の役に立て」を実

践して参ります。

当社グループの次期（2022年３月期）の業績につきましては、売上高5,966百万円、経常利益144百万円を見込ん

でおります。親会社株主に帰属する当期純利益については、当連結会計年度に比べ課税所得の増加が見込まれるこ

とから112百万円を見込んでおります。

　



株式会社栄電子(7567) 令和３年３月期 決算短信

3

（５）継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項は、ありません。

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、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、ＩＦＲＳの適用については、国内外の諸事情を考慮の上、適切に対応し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 1,040,244 1,182,749

受取手形及び売掛金 1,343,240 1,256,447

電子記録債権 215,896 323,663

商品 302,451 342,862

その他 9,541 10,690

貸倒引当金 △423 △673

流動資産合計 2,910,950 3,115,741

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,212,340 1,212,340

減価償却累計額 △738,067 △757,022

建物及び構築物（純額） 474,272 455,318

工具、器具及び備品 83,466 86,306

減価償却累計額 △78,870 △78,200

工具、器具及び備品（純額） 4,596 8,105

土地 1,158,875 1,158,875

リース資産 13,930 13,599

減価償却累計額 △11,137 △11,964

リース資産（純額） 2,793 1,635

有形固定資産合計 1,640,538 1,623,934

無形固定資産

借地権 28,203 28,203

ソフトウエア 3,841 5,122

リース資産 850 531

その他 7,092 7,092

無形固定資産合計 39,987 40,950

投資その他の資産

投資有価証券 370,497 486,210

その他 45,091 42,022

貸倒引当金 △32,918 △33,020

投資その他の資産合計 382,670 495,212

固定資産合計 2,063,196 2,160,097

資産合計 4,974,147 5,275,838

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,159,727 1,288,909

短期借入金 700,000 700,000

1年内返済予定の長期借入金 20,000 20,000

リース債務 1,372 1,325

未払法人税等 6,846 17,712

賞与引当金 21,602 22,801

その他 65,291 53,527

流動負債合計 1,974,841 2,104,277
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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)

固定負債

長期借入金 35,000 15,000

長期未払金 8,182 8,064

リース債務 2,333 894

繰延税金負債 91,605 122,054

退職給付に係る負債 23,178 23,260

長期預り保証金 170 170

固定負債合計 160,469 169,444

負債合計 2,135,310 2,273,721

純資産の部

株主資本

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 372,500 372,500

利益剰余金 1,852,871 1,933,988

自己株式 △4,912 △4,912

株主資本合計 2,720,458 2,801,575

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 118,971 200,541

為替換算調整勘定 △594 -

その他の包括利益累計額合計 118,377 200,541

純資産合計 2,838,836 3,002,117

負債純資産合計 4,974,147 5,275,838
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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 5,452,429 5,623,667

売上原価 4,601,580 4,778,599

売上総利益 850,849 845,067

販売費及び一般管理費 766,210 722,120

営業利益 84,638 122,947

営業外収益

受取利息 66 78

受取配当金 15,402 16,158

補助金及び助成金 - 4,361

その他 1,556 2,646

営業外収益合計 17,025 23,244

営業外費用

支払利息 6,934 6,524

持分法による投資損失 8,760 1,405

その他 263 302

営業外費用合計 15,958 8,233

経常利益 85,705 137,958

特別損失

固定資産除却損 35 165

特別損失合計 35 165

税金等調整前当期純利益 85,669 137,793

法人税、住民税及び事業税 17,242 24,084

法人税等調整額 1,835 △2,959

法人税等合計 19,077 21,125

当期純利益 66,591 116,667

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 66,591 116,667
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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 66,591 116,667

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △32,969 81,569

持分法適用会社に対する持分相当額 △236 -

その他の包括利益合計 △33,205 81,569

包括利益 33,385 198,237

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 33,385 198,237

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 500,000 372,500 1,821,831 △4,912 2,689,418

当期変動額

剰余金の配当 △35,551 △35,551

親会社株主に帰属す

る当期純利益
66,591 66,591

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

－

当期変動額合計 － － 31,040 － 31,040

当期末残高 500,000 372,500 1,852,871 △4,912 2,720,458

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 151,941 △358 151,583 2,841,001

当期変動額

剰余金の配当 △35,551

親会社株主に帰属す

る当期純利益
66,591

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△32,969 △236 △33,205 △33,205

当期変動額合計 △32,969 △236 △33,205 △2,165

当期末残高 118,971 △594 118,377 2,838,836
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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 500,000 372,500 1,852,871 △4,912 2,720,458

当期変動額

剰余金の配当 △35,551 △35,551

親会社株主に帰属す

る当期純利益
116,667 116,667

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

-

当期変動額合計 - - 81,116 - 81,116

当期末残高 500,000 372,500 1,933,988 △4,912 2,801,575

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 118,971 △594 118,377 2,838,836

当期変動額

剰余金の配当 △35,551

親会社株主に帰属す

る当期純利益
116,667

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

81,569 594 82,164 82,164

当期変動額合計 81,569 594 82,164 163,281

当期末残高 200,541 - 200,541 3,002,117
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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 85,669 137,793

減価償却費 22,892 24,235

貸倒引当金の増減額（△は減少） △203 351

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △758 82

有形固定資産除却損益（△は益） 35 165

長期未払金の増減額（△は減少） △113 △117

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,076 1,199

受取利息及び受取配当金 △15,469 △16,236

支払利息 6,934 6,524

為替差損益（△は益） 145 243

持分法による投資損益（△は益） 8,760 1,405

売上債権の増減額（△は増加） 141,378 △21,077

たな卸資産の増減額（△は増加） 76,391 △40,410

仕入債務の増減額（△は減少） △95,244 129,182

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,247 △10,503

その他の流動資産の増減額（△は増加） 6,384 △371

その他の流動負債の増減額（△は減少） △10,802 △2,363

その他 204 903

小計 225,377 211,005

利息及び配当金の受取額 15,469 16,236

利息の支払額 △6,990 △6,527

法人税等の支払額 △27,319 △12,890

営業活動によるキャッシュ・フロー 206,537 207,824

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） － －

有形固定資産の取得による支出 △3,571 △6,479

無形固定資産の取得による支出 △4,422 △2,280

投資有価証券の取得による支出 △1,285 △1,343

その他 △653 2,065

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,934 △8,037
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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） － -

長期借入金の返済による支出 △20,000 △20,000

リース債務の返済による支出 △1,352 △1,486

配当金の支払額 △35,551 △35,551

財務活動によるキャッシュ・フロー △56,903 △57,037

現金及び現金同等物に係る換算差額 △145 △243

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 139,553 142,506

現金及び現金同等物の期首残高 700,690 840,244

現金及び現金同等物の期末残高 840,244 982,749
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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)

前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）及び当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021

年３月31日)

当社グループの事業は、産業用一般電子部品、電子機器の販売を行っており、事業区分としては、単一のセグメ

ントであり、開示対象となるセグメントはありませんので記載を省略しております。

(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 558円97銭 591円12銭

１株当たり当期純利益金額 13円11銭 　22円97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 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金額(千円) 66,591 116,667

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
当期純利益金額（千円）

66,591 116,667

普通株式の期中平均株式数（株） 5,078,736 5,078,736

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。

項目
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)

純資産の部の合計額（千円） 2,838,836 3,002,117

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） ― ―

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 2,838,836 3,002,117

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）

5,078,736 5,078,736

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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４．個別財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(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 730,930 846,218

受取手形 349,841 270,492

電子記録債権 215,896 280,697

売掛金 842,595 901,953

商品 262,010 295,491

前払費用 7,471 7,706

その他 877 2,091

貸倒引当金 △279 △581

流動資産合計 2,409,342 2,604,069

固定資産

有形固定資産

建物 474,000 455,136

構築物 272 181

工具、器具及び備品 3,388 6,860

土地 1,158,875 1,158,875

リース資産 2,793 1,635

有形固定資産合計 1,639,330 1,622,689

無形固定資産

借地権 28,203 28,203

ソフトウエア 2,555 4,103

リース資産 850 531

電話加入権 6,424 6,424

無形固定資産合計 38,033 39,262

投資その他の資産

投資有価証券 370,497 486,210

関係会社株式 10,000 10,000

出資金 3,350 3,350

関係会社出資金 2,195 -

破産更生債権等 16,773 16,875

差入保証金 4,392 4,048

その他 934 123

貸倒引当金 △16,773 △16,875

投資その他の資産合計 391,370 503,732

固定資産合計 2,068,733 2,165,684

資産合計 4,478,076 4,769,753
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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 623,202 630,057

買掛金 400,777 523,401

短期借入金 700,000 700,000

1年内返済予定の長期借入金 20,000 20,000

リース債務 1,372 1,325

未払金 11,380 10,009

未払費用 19,831 19,821

未払法人税等 6,756 13,496

未払消費税等 19,471 12,529

預り金 5,822 6,181

賞与引当金 19,902 21,071

その他 1,944 1,438

流動負債合計 1,830,462 1,959,333

固定負債

長期借入金 35,000 15,000

長期未払金 8,182 8,064

繰延税金負債 91,741 122,150

リース債務 2,333 894

退職給付引当金 22,499 21,851

その他 170 170

固定負債合計 159,926 168,131

負債合計 1,990,389 2,127,464

純資産の部

株主資本

資本金 500,000 500,000

資本剰余金

資本準備金 372,500 372,500

資本剰余金合計 372,500 372,500

利益剰余金

利益準備金 71,780 71,780

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 139,500 135,892

別途積立金 800,000 800,000

繰越利益剰余金 489,848 566,487

利益剰余金合計 1,501,128 1,574,159

自己株式 △4,912 △4,912

株主資本合計 2,368,715 2,441,747

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 118,971 200,541

評価・換算差額等合計 118,971 200,541

純資産合計 2,487,687 2,642,288

負債純資産合計 4,478,076 4,769,753
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（２）損益計算書

(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 5,003,681 5,206,020

売上原価 4,236,420 4,435,932

売上総利益 767,261 770,087

販売費及び一般管理費 697,996 667,941

営業利益 69,265 102,145

営業外収益

受取利息及び受取配当金 15,468 16,236

不動産賃貸料 9,450 9,450

補助金及び助成金 - 4,361

その他 1,545 2,637

営業外収益合計 26,463 32,684

営業外費用

支払利息 6,934 6,524

不動産賃貸費用 2,564 2,563

その他 263 684

営業外費用合計 9,763 9,773

経常利益 85,965 125,057

特別損失

固定資産除却損 35 165

関係会社出資金評価損 8,077 -

特別損失合計 8,113 165

税引前当期純利益 77,852 124,891

法人税、住民税及び事業税 14,764 18,700

法人税等調整額 1,366 △2,391

法人税等合計 16,130 16,309

当期純利益 61,722 108,582
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（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)

(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
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

計固定資産圧縮

積立金
別途積立金

繰越利益剰余

金

当期首残高 500,000 372,500 372,500 71,780 143,107 800,000 460,069 1,474,957

当期変動額

剰余金の配当 △35,551 △35,551

当期純利益 61,722 61,722

固定資産圧縮積立金

の取崩
△3,607 3,607 －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － － － △3,607 － 29,778 26,171

当期末残高 500,000 372,500 372,500 71,780 139,500 800,000 489,848 1,501,128

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 △4,912 2,342,544 151,941 151,941 2,494,486

当期変動額

剰余金の配当 △35,551 △35,551

当期純利益 61,722 61,722

固定資産圧縮積立金

の取崩
－ －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△32,969 △32,969 △32,969

当期変動額合計 － 26,171 △32,969 △32,969 △6,798

当期末残高 △4,912 2,368,715 118,971 118,971 2,487,687
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　当事業年度(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

資本準備金
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

計固定資産圧縮

積立金
別途積立金

繰越利益剰余

金

当期首残高 500,000 372,500 372,500 71,780 139,500 800,000 489,848 1,501,128

当期変動額

剰余金の配当 △35,551 △35,551

当期純利益 108,582 108,582

固定資産圧縮積立金

の取崩
△3,607 3,607 -

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - - - △3,607 - 76,639 73,031

当期末残高 500,000 372,500 372,500 71,780 135,892 800,000 566,487 1,574,159

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 △4,912 2,368,715 118,971 118,971 2,487,687

当期変動額

剰余金の配当 △35,551 △35,551

当期純利益 108,582 108,582

固定資産圧縮積立金

の取崩
- -

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

81,569 81,569 81,569

当期変動額合計 - 73,031 81,569 81,569 154,601

当期末残高 △4,912 2,441,747 200,541 200,541 2,642,288
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（４）個別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。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　


