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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 22,292 △16.4 △437 － △402 － △329 －

2020年３月期 26,678 △9.2 44 △94.6 135 △84.7 80 △87.4
(注) 包括利益 2021年３月期 △238百万円( －％) 2020年３月期 △76百万円( －％)
　

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 △14.72 － △2.5 △1.8 △2.0

2020年３月期 3.61 － 0.6 0.5 0.2
(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
　

　

（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 22,590 12,895 56.8 572.64

2020年３月期 22,979 13,313 57.7 591.70
(参考) 自己資本 2021年３月期 12,829百万円 2020年３月期 13,257百万円
　

　

（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 774 △381 △85 3,467

2020年３月期 △787 △1,064 △525 3,241
　

　　

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 － － － 8.00 8.00 179 221.8 1.3

2021年３月期 － － － 3.00 3.00 67 － 0.5

2022年３月期(予想) － － － 3.00 3.00 28.0
　

（注）2020年３月期期末配当金の内訳 普通配当７円00銭 創立70周年記念配当１円00銭

　

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) 13,200 46.2 90 － 40 － 20 － 0.89

通期 27,500 23.4 420 － 330 － 240 － 10.71



※ 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 22,558,063株 2020年３月期 22,558,063株

② 期末自己株式数 2021年３月期 153,007株 2020年３月期 152,914株

③ 期中平均株式数 2021年３月期 22,405,056株 2020年３月期 22,405,259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 17,976 △18.1 △480 － △372 － △180 －

2020年３月期 21,940 △10.5 △34 － 112 △79.7 18 △94.4
　

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 △8.07 －

2020年３月期 0.84 －
　

　

（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 19,422 11,887 61.2 530.55

2020年３月期 19,714 12,020 61.0 536.52

(参考) 自己資本 2021年３月期 11,887百万円 2020年３月期 12,020百万円
　　

　

※ 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、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症の世界的な拡大を背景に経済活動が大きく停滞し、

景況感が急速に悪化しました。後半にかけては、企業収益の減少幅に縮小の兆しが見られたものの、同感染症が再拡大

するなど、収束の目処は立っておらず、景気見通しは依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

　このような状況下におきまして、当連結会計年度の売上高は222億9千2百万円と前連結会計年度比16.4％減少し、営業

損失につきましては4億3千7百万円（前年同期は4千4百万円の利益）となりました。

　経常損失は4億2百万円（前年同期は1億3千5百万円の利益）、親会社株主に帰属する当期純損失につきましては3億2千

9百万円（前年同期は8千万円の利益）となりました。

　セグメント別の売上高、営業利益につきましては、特殊帯鋼、普通鋼等を販売しております商事部門は、売上高は124

億9千3百万円と前連結会計年度比16.3％減少し、セグメント利益（営業利益)は2億9千万円と前連結会計年度比28.6％の

減少となりました。

　焼入鋼帯、鈑金加工品を製造販売しております焼入鋼帯部門、鈑金加工品部門では、焼入鋼帯部門につきましては、

売上高は10億7千2百万円と前連結会計年度比18.2％減少し、セグメント利益（営業利益）は1億1千1百万円と前連結会計

年度比13.7％の増加となりました。鈑金加工品部門につきましては、売上高は51億5百万円と前連結会計年度比23.4％減

少し、1億2百万円のセグメント損失（営業損失）（前年同期は4億9千6百万円の利益）となりました。

　また、海外事業につきましては、売上高は36億2千1百万円と前連結会計年度比3.9％減少し、1百万円のセグメント損

失（営業損失）（前年同期は3千7百万円の利益）となりました。

セグメント別売上高

区 分

前 期

自 2019年４月１日

至 2020年３月31日

当 期

自 2020年４月１日

至 2021年３月31日
比較増減額 増減率

金額 構成比 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

特殊帯鋼 10,792 40.5 8,938 40.1 △1,854 △17.2

普通鋼 2,988 11.2 2,372 10.6 △616 △20.6

その他 1,148 4.3 1,181 5.3 33 2.9

商事部門 14,930 56.0 12,493 56.0 △2,437 △16.3

焼入鋼帯部門 1,312 4.9 1,072 4.8 △239 △18.2

鈑金加工品部門 6,667 25.0 5,105 22.9 △1,561 △23.4

海外事業 3,768 14.1 3,621 16.3 △146 △3.9

合 計 26,678 100.0 22,292 100.0 △4,385 △16.4

（２）当期の財政状態の概況

　当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末より3億8千9百万円減少し、225億9千万円となりました。主な

内訳は以下のとおりであります。

　（イ）流動資産

流動資産の残高は、主に電子記録債権の増加、商品及び製品の減少により141億5千7百万円（前連結会計年度末比

6千万円減少）となりました。

　（ロ）固定資産

固定資産の残高は、主に機械装置及び運搬具の減少により84億3千3百万円（前連結会計年度末比3億2千8百万円減

少）となりました。

　（ハ）流動負債

流動負債の残高は、主に短期借入金の減少により74億6千9百万円（前連結会計年度末比3千9百万円減少）となり

ました。

　（二）固定負債

固定負債の残高は、主に長期借入金の増加、役員退職慰労引当金の減少により22億2千6百万円（前連結会計年度

末比6千7百万円増加）となりました。

　（ホ）純資産

純資産の残高は、主に利益剰余金の減少により128億9千5百万円（前連結会計年度末比4億1千7百万円減少）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、前連結会計年度末より2億2千5百万円増加し、34億6千7百万円とな

りました。

　当連結会計年度中における各キャッシュ・フローの状況と要因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るキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失を3億6千4百万円、非資

金項目である減価償却費を9億4百万円計上したほか、売上債権の増加7億6千6百万円、仕入債務の増加2億3千3百万

円、法人税等の支払い4千5百万円、たな卸資産の減少9億7千8百万円等により、7億7千4百万円の資金増加となりま

した。

(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るキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出8億5千7百万円、投資

有価証券の売却による収入2億1百万円等により、3億8千1百万円の資金減少となりました。

(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るキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入3億5千8百万円、長期借入

金の返済による支出2億1千8百万円、配当金の支払い1億7千9百万円等により、8千5百万円の資金減少となりまし

た。

　

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期 2020年３月期 2021年３月期

自己資本比率（％） 54.9 52.9 51.3 57.7 56.8

時価ベースの自己資本比率
（％）

29.1 69.2 34.8 25.5 43.1

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

2.0 0.4 1.2 ― 1.6

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

19.3 101.9 66.0 ― 11.2

　自己資本比率：自己資本／総資産

　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い
　
　※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式を除く）により算出しております。

※有利子負債は貸借対照表に計上されている借入金を対象としております。営業キャッシュ・フローは、キャッシ

ュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており、利払いについては、キャッシュ・フロー

計算書の利息の支払額を使用しております。

※2020年３月期の「キャッシュ・フロー対有利子負債比率」及び「インタレスト・カバレッジ・レシオ」については、

営業キャッシュ・フローがマイナスのため、記載しておりません。

（４）今後の見通し

今後のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けたワクチン接種の広がりにより収束が期待され

る一方で、変異ウイルスによる感染の再拡大や世界的な半導体不足により自動車メーカーが減産を余儀なくされる

など、依然として先行き不透明な状況で推移するものと思われます。

　このような状況のなか、次期における業績見通しは、売上高275億円、営業利益4億2千万円、経常利益3億3千万

円、親会社株主に帰属する当期純利益2億4千万円を予想しております。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社グループは日本基準で連結財務諸表を作成しております。国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）につきましては、国内

外の諸情勢を考慮の上、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 3,254,903 3,479,988

受取手形及び売掛金 5,354,050 5,627,186

電子記録債権 1,528,514 1,998,092

商品及び製品 2,763,504 1,980,740

仕掛品 536,839 402,914

原材料及び貯蔵品 525,816 430,910

その他 263,161 250,328

貸倒引当金 △8,804 △13,161

流動資産合計 14,217,984 14,157,000

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,622,225 1,473,770

機械装置及び運搬具（純額） 2,863,407 2,279,453

工具、器具及び備品（純額） 219,108 160,868

土地 1,488,790 1,440,088

リース資産（純額） 113,443 166,467

建設仮勘定 230,131 597,100

有形固定資産合計 6,537,107 6,117,748

無形固定資産

リース資産 29,563 50,545

その他 33,254 34,319

無形固定資産合計 62,818 84,865

投資その他の資産

投資有価証券 1,249,092 1,578,394

長期貸付金 11,460 10,252

繰延税金資産 237,917 160,797

退職給付に係る資産 147,678 147,359

その他 523,939 334,568

貸倒引当金 △8,000 －

投資その他の資産合計 2,162,088 2,231,372

固定資産合計 8,762,014 8,433,986

資産合計 22,979,999 22,590,986
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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 5,968,791 6,171,600

短期借入金 581,951 461,403

リース債務 30,350 50,480

未払法人税等 15,849 28,465

賞与引当金 187,942 105,570

役員賞与引当金 35,000 －

その他 688,293 651,596

流動負債合計 7,508,178 7,469,116

固定負債

長期借入金 635,895 797,192

リース債務 122,711 173,803

繰延税金負債 119,383 106,852

役員退職慰労引当金 439,686 328,270

退職給付に係る負債 840,830 820,343

固定負債合計 2,158,507 2,226,462

負債合計 9,666,686 9,695,579

純資産の部

株主資本

資本金 1,848,846 1,848,846

資本剰余金 1,476,445 1,476,445

利益剰余金 9,461,609 8,952,626

自己株式 △40,982 △41,008

株主資本合計 12,745,918 12,236,910

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 246,681 523,382

為替換算調整勘定 281,514 63,634

退職給付に係る調整累計額 △17,078 6,071

その他の包括利益累計額合計 511,117 593,088

非支配株主持分 56,276 65,408

純資産合計 13,313,312 12,895,407

負債純資産合計 22,979,999 22,590,986
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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 26,678,275 22,292,871

売上原価 23,486,079 20,122,006

売上総利益 3,192,196 2,170,864

販売費及び一般管理費 3,147,839 2,608,422

営業利益又は営業損失（△） 44,356 △437,557

営業外収益

受取利息 38,738 10,408

受取配当金 48,701 37,344

保険返戻金 65,122 14,345

雇用調整助成金 － 50,266

その他 27,156 39,894

営業外収益合計 179,718 152,259

営業外費用

支払利息 75,427 71,437

為替差損 8,630 14,822

売上債権売却損 3,428 1,781

保険解約損 － 16,096

その他 1,148 13,021

営業外費用合計 88,636 117,159

経常利益又は経常損失（△） 135,439 △402,457

特別利益

固定資産売却益 2,231 65,747

投資有価証券売却益 10,745 104,544

受取保険金 217 －

その他 70 260

特別利益合計 13,266 170,551

特別損失

固定資産売却損 － 4

固定資産除却損 2,569 883

投資有価証券評価損 1,306 －

ゴルフ会員権評価損 440 －

製品補償損失 － 99,589

課徴金 － 32,190

その他 6 －

特別損失合計 4,323 132,667

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

144,382 △364,573

法人税、住民税及び事業税 37,093 32,312

法人税等調整額 24,356 △68,149

法人税等合計 61,449 △35,836

当期純利益又は当期純損失（△） 82,933 △328,737

非支配株主に帰属する当期純利益 2,116 1,003

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（△）

80,816 △329,741
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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（△） 82,933 △328,737

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △298,445 285,224

為替換算調整勘定 139,019 △218,275

退職給付に係る調整額 △62 23,149

その他の包括利益合計 △159,488 90,098

包括利益 △76,555 △238,639

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △76,843 △247,770

非支配株主に係る包括利益 288 9,131
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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 1,848,846 1,476,445 9,627,253 △40,847 12,911,697

当期変動額

剰余金の配当 △246,460 △246,460

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（△）

80,816 80,816

自己株式の取得 △135 △135

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － △165,644 △135 △165,779

当期末残高 1,848,846 1,476,445 9,461,609 △40,982 12,745,918

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
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 542,852 142,940 △17,015 668,777 55,987 13,636,463

当期変動額

剰余金の配当 △246,460

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（△）

80,816

自己株式の取得 △135

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△296,171 138,573 △62 △157,660 288 △157,371

当期変動額合計 △296,171 138,573 △62 △157,660 288 △323,150

当期末残高 246,681 281,514 △17,078 511,117 56,276 13,313,312
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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 1,848,846 1,476,445 9,461,609 △40,982 12,745,918

当期変動額

剰余金の配当 △179,241 △179,241

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（△）

△329,741 △329,741

自己株式の取得 △25 △25

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － △508,982 △25 △509,007

当期末残高 1,848,846 1,476,445 8,952,626 △41,008 12,236,910

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
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 246,681 281,514 △17,078 511,117 56,276 13,313,312

当期変動額

剰余金の配当 △179,241

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（△）

△329,741

自己株式の取得 △25

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

276,701 △217,880 23,149 81,970 9,131 91,102

当期変動額合計 276,701 △217,880 23,149 81,970 9,131 △417,905

当期末残高 523,382 63,634 6,071 593,088 65,408 12,895,407
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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（△）

144,382 △364,573

減価償却費 803,613 904,514

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,744 △3,643

賞与引当金の増減額（△は減少） △72,476 △82,372

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,000 △35,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 21,878 19,097

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △7,412 △4,628

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △72,509 △111,416

受取利息及び受取配当金 △87,440 △47,753

支払利息 75,427 71,437

為替差損益（△は益） △13,942 19,863

固定資産売却損益（△は益） △2,231 △65,742

固定資産除却損 2,569 883

投資有価証券売却損益（△は益） △10,745 △104,544

投資有価証券評価損益（△は益） 1,306 －

ゴルフ会員権評価損 440 －

受取保険金 △217 －

雇用調整助成金 － △50,266

製品補償損失 － 99,589

課徴金 － 32,190

売上債権の増減額（△は増加） 958,028 △766,221

たな卸資産の増減額（△は増加） 80,969 978,452

未収消費税等の増減額（△は増加） 78,980 △1,437

その他の流動資産の増減額（△は増加） 46,955 △39,909

仕入債務の増減額（△は減少） △2,462,512 233,797

未払消費税等の増減額（△は減少） 110,305 △43,976

その他の流動負債の増減額（△は減少） △213,470 169,039

小計 △633,845 807,381

利息及び配当金の受取額 88,234 46,128

利息の支払額 △75,449 △69,065

法人税等の支払額 △166,656 △45,619

法人税等の還付額 － 84,855

保険金の受取額 271 －

雇用調整助成金の受取額 － 50,266

製品補償損失の支払額 － △99,589

営業活動によるキャッシュ・フロー △787,445 774,356

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △1,240,600 △857,415

固定資産の売却による収入 2,386 81,623

固定資産の除却による支出 △69 △179

投資有価証券の取得による支出 △14,959 △12,091

投資有価証券の売却による収入 15,023 201,570

貸付けによる支出 △4,700 △2,960

貸付金の回収による収入 4,330 4,168

その他 174,323 203,914

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,064,265 △381,369
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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

リース債務の返済による支出 △36,716 △45,753

長期借入れによる収入 － 358,000

長期借入金の返済による支出 △242,031 △218,291

自己株式の取得による支出 △135 △25

配当金の支払額 △246,327 △179,368

財務活動によるキャッシュ・フロー △525,210 △85,438

現金及び現金同等物に係る換算差額 46,786 △81,790

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,330,134 225,758

現金及び現金同等物の期首残高 5,571,401 3,241,267

現金及び現金同等物の期末残高 3,241,267 3,467,025
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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

当社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。

　当社グループは、国内の事業部門として、特殊帯鋼、普通鋼等を主とした鋼材の販売をする商事部門と、特殊帯鋼

を主原料とした焼入鋼帯及び鈑金加工品の生産をする製造部門とがあり、取扱う商品、製品について商事部門、製造

部門がそれぞれ戦略を立案し、事業活動を展開しております。また、海外子会社を設立し、グローバルな事業を展開

しております。従って、当社は販売・生産体制を基礎とした商品、製品別セグメントから構成されており「商事部

門」、「焼入鋼帯部門」、「鈑金加工品部門」及び「海外事業」の４つを報告セグメントとしております。

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収益及び振替高は仕切価格に基づいております。
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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
合計

商事部門 焼入鋼帯部門 鈑金加工品部門 海外事業

売上高

外部顧客への売上高 14,930,040 1,312,481 6,667,545 3,768,208 26,678,275

セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,304,267 332,523 286,913 50,384 2,974,088

計 17,234,307 1,645,005 6,954,459 3,818,592 29,652,364

セグメント利益 406,767 98,279 496,589 37,308 1,038,945

セグメント資産 7,542,707 193,398 2,911,109 5,227,031 15,874,247

その他の項目

減価償却費 31,632 54,744 410,525 302,994 799,898

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

563 43,963 700,369 315,431 1,060,327

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
合計

商事部門 焼入鋼帯部門 鈑金加工品部門 海外事業

売上高

外部顧客への売上高 12,493,022 1,072,977 5,105,605 3,621,266 22,292,871

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,872,439 245,798 495,940 36,701 2,650,879

計 14,365,461 1,318,775 5,601,545 3,657,968 24,943,750

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

290,624 111,792 △102,991 △1,988 297,437

セグメント資産 8,159,364 346,851 5,294,184 4,899,237 18,699,638

その他の項目

減価償却費 29,993 51,431 471,362 351,038 903,826

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

2,674 10,800 466,871 293,249 773,596
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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)

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 29,652,364 24,943,750

セグメント間の内部売上高又は振替高 △2,974,088 △2,650,879

連結財務諸表の売上高 26,678,275 22,292,871

(単位：千円)

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 1,038,945 297,437

セグメント間の取引消去 22,495 34,336

全社費用（注） △1,017,083 △769,332

連結財務諸表の営業利益又は
連結財務諸表の営業損失(△)

44,356 △437,557

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位：千円)

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 15,874,247 18,699,638

セグメント間の取引消去 △3,006,998 △3,173,415

全社資産（注） 10,112,750 7,064,763

連結財務諸表の資産合計 22,979,999 22,590,986

（注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物、投資有価証券等であります。

(単位：千円)

その他の項目

報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費 799,898 903,826 3,715 687 803,613 904,514

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

1,060,327 773,596 6,664 7,895 1,066,991 781,491

（注）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に本社関連の無形固定資産の増加額であります。
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(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 591.70 572.64円

１株当たり当期純利益金額又は
１株当たり当期純損失金額(△)

3.61 △14.72円

(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)

１株当たり当期純利益金額

　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金額(△)(千円)

80,816 △329,741

　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金額(△)(千円)

80,816 △329,741

　普通株式の期中平均株式数(株) 22,405,259 22,405,056

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) 13,313,312 12,895,407

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 56,276 65,408

(うち非支配株主持分(千円)) (56,276) (65,408)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 13,257,036 12,829,998

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)

22,405,149 22,405,056

　

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　


