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(百万円未満切捨て)
１．2022年３月期の連結業績（2021年４月１日～2022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 ％

2022年３月期 10,148 △4.7 952 35.1 1,058 43.4 615 38.6

2021年３月期 10,651 △19.5 704 △54.0 738 △52.1 444 △54.7
(注) 包括利益 2022年３月期 865百万円( 41.0％) 2021年３月期 613百万円(△34.4％)
　

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

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 ％ ％ ％

2022年３月期 87.69 － 5.2 5.7 9.4

2021年３月期 64.62 64.60 4.0 4.0 6.6
(参考) 持分法投資損益 2022年３月期 －百万円 2021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

2022年３月期 18,637 13,417 64.6 1,714.82

2021年３月期 18,826 12,801 61.3 1,643.91
(参考) 自己資本 2022年３月期 12,035百万円 2021年３月期 11,538百万円
　

　

（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

2022年３月期 △594 △832 △580 3,526

2021年３月期 △411 △237 1,037 5,534
　

　

　

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 ％ ％

2021年３月期 － 0.00 － 30.00 30.00 210 46.4 1.9

2022年３月期 － 0.00 － 30.00 30.00 210 34.2 1.8

2023年３月期(予想) － 0.00 － 30.00 30.00 44.8
　

　

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023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) 4,700 3.6 210 △31.8 260 △29.0 160 △32.2 22.80

通期 10,700 5.4 700 △26.5 800 △24.4 470 △23.6 66.96

　　



※ 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 ： 有

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) 2022年３月期 7,070,000株 2021年３月期 7,070,000株

② 期末自己株式数 2022年３月期 51,226株 2021年３月期 51,032株

③ 期中平均株式数 2022年３月期 7,018,844株 2021年３月期 6,874,227株
　

　

(参考) 個別業績の概要
１．2022年３月期の個別業績（2021年４月１日～2022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 ％

2022年３月期 1,741 △63.2 388 △76.4 435 △80.2 398 △80.8

2021年３月期 4,738 △79.4 1,644 50.1 2,199 58.0 2,077 110.5
　

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

2022年３月期 56.80 －

2021年３月期 302.15 302.05
　

　

（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

2022年３月期 14,459 9,636 66.6 1,372.94

2021年３月期 15,127 9,342 61.8 1,331.00

(参考) 自己資本 2022年３月期 9,636百万円 2021年３月期 9,342百万円
　

　

　

※ 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、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。
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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者拡大の波が断続的に到来し、感染対策と

経済活動の両立によるウィズコロナの経済活動が進められ、社会・経済活動は回復基調となりました。しかしな

がら、エネルギー価格の高騰や半導体をはじめとした電子部品などの供給不足と相まって、国内の経済活動の先

行きが不透明な状況となりました。製造業においては電子部品に加え樹脂部品など多くの部品供給不足の状態が

続き、生産への影響が顕著になってきており、景気回復への影響が懸念される状況が継続しております。

当社グループの事業環境は、コロナ禍の影響が続く中、一般産業向けの研究開発用機器や生産設備用装置など

は堅調に推移したものの、家庭用蓄電システムの販売においてコロナ禍での影響が長引き低調な推移となり、想

定していた売上の回復基調には至りませんでした。加えて、部品供給不足の影響で、一部商品の生産に遅延が発

生しましたが、主力標準品販売への選択と集中や業務効率の向上による営業利益の堅持に注力を致しました。

このような事業環境下、当社グループにおきましては、足元の事業である計測制御デバイス、電源パワー制

御、環境エネルギー関連分野において、新商品投入やデジタル営業施策での拡販、生産性向上による原価低減、

業務の効果効率向上など収益性向上に取り組みました。また、持続的な企業価値増大を図るべく、将来成長に向

けての基礎研究投資や技術開発強化に取り組みました。

以上の結果、当連結会計年度における売上高は10,148百万円（前年同期比4.7%減）、損益面では経常利益

1,058百万円（前年同期比43.4%増）、当期純利益は772百万円（前年同期比54.5%増）、親会社株主に帰属する当

期純利益は615百万円（前年同期比38.6%増）となりました。

当社グループは、電子電気機器等の製造、販売を行っており、セグメントは単一となります。なお、当社グル

ープにおける製品関連分野別売上の概要は、次のとおりとなります。

≪計測制御デバイス関連分野≫

計測制御デバイス関連分野では、自動車・社会インフラ・半導体製造装置・海外研究機関など向けに、信号発

生器・微小信号測定器・周波数特性分析器などの商品が順調に推移しました。

一方で、鉄道関係など向けの電子デバイスや、防災関係向けの計測システムなどの商品が低調に推移しまし

た。

以上の結果、計測制御デバイス関連事業分野の売上高は2,220百万円（前年同期比6.1%減）となりました。

≪電源パワー制御関連分野≫

電源パワー制御関連分野では、電気機器、自動車・空調機器をはじめとした家電・電子部品関係・表面処理装

置関係など向けに、交流電源・直流電源・バイポーラ電源などの商品が順調に推移しました。

以上の結果、電源パワー制御関連事業分野の売上高は3,267百万円(前年同期比4.3%増)となりました。

≪環境エネルギー関連分野≫

環境エネルギー関連分野では、家庭用蓄電システムの販売においてコロナ禍での影響が長引き想定していた回

復基調には至らず売上減で推移し、電力系統向けの電力用試験器なども低調に推移しました。

以上の結果、環境エネルギー関連事業分野の売上高は4,215百万円（前年同期比11.7%減）となりました。

≪校正・修理分野≫

校正・修理分野では、販売製品のメンテナンスサービスに注力し、売上高は445百万円（前年同期比18.4%増）

となりました。
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（２）当期の財政状態の概況

当連結会計年度末の総資産は、棚卸資産、固定資産などが増加したものの、現金及び預金、売上債権などが

減少したことにより、前連結会計年度末と比較して189百万円減少し、18,637百万円となりました。

負債は前連結会計年度末と比較して805百万円減少し、5,219百万円となりました。

純資産は前連結会計年度末と比較して615百万円増加し、13,417百万円となりました。

（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前連結会計年度末に比べ2,007百万円減少し、3,526百万円と

なりました。

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

　

（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594百万円の支出となりました。

これは主に、税金等調整前当期純利益1,162百万円、減価償却費236百万円、法人税の還付175百万円などに

より増加したものの、法人税等の支払190百万円、売上債権の増加235百万円、仕入債務の減少541百万円、棚

卸資産の増加1,057百万円などにより減少したことによるものです。

　

（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832百万円の支出となりました。

これは主に、定期預金の増加631百万円、有形・無形固定資産の取得による支出427百万円によるものです。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは580百万円の支出となりました。

これは主に、長期借入金の返済320百万円、配当金の支払210百万円などにより減少したことによるもので

す。
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（４）今後の見通し

わが国経済は、新型コロナの収束やロシアのウクライナ侵攻による世界経済の混乱が見通せない中で、生産部

材の供給不足や原材料価格高騰など、厳しい状況が続くと見込んでおります。その一方で、カーボンニュートラ

ルな脱炭素社会への潮流を受けて、自動車業界を始めとした製造業ではクリーンエネルギー対応の設備投資が活

発化し、家庭用機器に於いても底堅い需要の回復を予測しております。また安全安心で豊かな社会への環境エネ

ルギー関連やライフサイエンス関連市場環境が中長期的に活況化するものと予測しております。

当社グループとしては、このような持続可能な社会への変革に貢献するとともに、事業の強靭化と成長発展で

きる体制を構築し、経営基盤の強化と、中長期的に更なる企業価値増大を目指してまいります。

一方、足元の経営環境は、長引くコロナ禍の影響を受けた家庭用蓄電システムの販売回復遅れに加えて、部材

物流の逼迫による生産性影響や価格高騰など大きな減益要因があり、厳しい状況に向かうと見込んでいます。

これらの状況に対しては、業務全般の効果・効率を一層高め、販売力、生産力、開発力の有効性を高めてまい

ります。営業面では、グループ会社共通の営業プラットフォームを通じて新規顧客層へのソリューション活動を

展開し、販売促進を強化してまいります。生産面では、生産技術革新などを通じてグループ生産プラットフォー

ムの体質改善を図り、生産活動への資材供給安定化、生産性向上、原価低減など収益体質の強化に取り組んでま

いります。開発面では、重点課題の選択と集中を通じて足元の事業領域における開発強化を図る一方、将来成長

市場に向けた新規事業開拓や基礎研究への開発投資も強化してまいります。また、強靭で創造性の高い企業体質

の維持向上に向けては、足元の厳しい経営環境においても、優秀な人材の採用や育成活動に注力してまいりま

す。

次期の業績予想といたしましては、売上高10,700百万円、営業利益700百万円、経常利益800百万円、親会社株

主に帰属する当期純利益470百万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、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、国際財務報告基準（IFRS）適用時期等につきましては、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
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,482,332 6,105,831

受取手形及び売掛金 2,855,147 －

受取手形 － 610,822

電子記録債権 336,984 754,479

売掛金 － 2,064,161

商品及び製品 1,159,560 1,360,942

仕掛品 1,087,228 1,002,945

原材料 903,587 1,843,605

未収還付法人税等 175,196 －

その他 195,994 153,350

貸倒引当金 △12,734 △2,346

流動資産合計 14,183,297 13,893,791

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,536,656 2,672,771

減価償却累計額 △1,278,320 △1,361,682

建物及び構築物（純額） 1,258,336 1,311,088

機械装置及び運搬具 445,178 494,901

減価償却累計額 △402,321 △434,255

機械装置及び運搬具（純額） 42,856 60,646

工具、器具及び備品 1,523,756 1,716,308

減価償却累計額 △1,385,187 △1,494,880

工具、器具及び備品（純額） 138,569 221,428

土地 1,951,082 1,951,082

リース資産 8,390 4,582

減価償却累計額 △7,435 △4,391

リース資産（純額） 954 190

その他（純額） 43,810 59,080

有形固定資産合計 3,435,610 3,603,518

無形固定資産

ソフトウエア 49,548 84,894

ソフトウエア仮勘定 39,397 48,017

無形固定資産合計 88,945 132,912

投資その他の資産

投資有価証券 708,074 715,162

繰延税金資産 337,446 217,444

その他 73,194 74,219

投資その他の資産合計 1,118,715 1,006,827

固定資産合計 4,643,271 4,743,257

資産合計 18,826,568 18,637,048
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 975,135 661,231

電子記録債務 1,176,682 951,867

短期借入金 320,000 320,000

1年内償還予定の社債 10,000 100,000

リース債務 763 190

未払法人税等 131,240 256,811

賞与引当金 283,209 249,835

役員賞与引当金 53,250 47,200

製品保証引当金 11,940 14,567

その他 572,056 562,692

流動負債合計 3,534,279 3,164,396

固定負債

社債 400,000 300,000

長期借入金 1,850,000 1,530,000

リース債務 190 －

長期預り保証金 12,674 12,674

退職給付に係る負債 137,872 122,213

長期未払金 62,060 54,045

資産除去債務 27,700 25,528

繰延税金負債 － 10,868

固定負債合計 2,490,499 2,055,331

負債合計 6,024,778 5,219,727

純資産の部

株主資本

資本金 3,317,200 3,317,200

資本剰余金 1,313,033 1,313,033

利益剰余金 6,872,595 7,277,498

自己株式 △23,395 △23,739

株主資本合計 11,479,433 11,883,993

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 59,152 151,951

その他の包括利益累計額合計 59,152 151,951

非支配株主持分 1,263,204 1,381,376

純資産合計 12,801,790 13,417,320

負債純資産合計 18,826,568 18,637,048
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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 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
　至 2022年３月31日)

売上高 10,651,004 10,148,534

売上原価 7,179,012 6,517,910

売上総利益 3,471,991 3,630,624

販売費及び一般管理費 2,767,134 2,678,581

営業利益 704,857 952,042

営業外収益

受取利息 246 1,349

受取配当金 22,575 30,760

開発負担金収入 － 75,066

助成金収入 8,330 1,485

保険解約返戻金 4,419 1,518

その他 20,976 14,339

営業外収益合計 56,548 124,519

営業外費用

支払利息 14,542 12,246

創立費 2,976 －

その他 5,588 5,595

営業外費用合計 23,106 17,841

経常利益 738,299 1,058,720

特別利益

固定資産売却益 127 159

投資有価証券売却益 27,197 105,316

特別利益合計 27,325 105,476

特別損失

固定資産除却損 2,403 1,238

特別損失合計 2,403 1,238

税金等調整前当期純利益 763,221 1,162,959

法人税、住民税及び事業税 344,873 300,512

法人税等調整額 △81,671 90,002

法人税等合計 263,201 390,514

当期純利益 500,019 772,444

非支配株主に帰属する当期純利益 55,807 156,971

親会社株主に帰属する当期純利益 444,212 615,472
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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 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
　至 2022年３月31日)

当期純利益 500,019 772,444

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 113,783 92,799

その他の包括利益合計 113,783 92,799

包括利益 613,803 865,243

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 557,996 708,271

非支配株主に係る包括利益 55,807 156,971
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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 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

非支配株主

持分
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

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 3,044,385 1,040,218 6,630,311 △23,395 10,691,520 △54,631 △54,631 2,727 1,224,197 11,863,814

当期変動額

新株の発行（新株予

約権の行使）
272,814 272,814 545,629 545,629

剰余金の配当 △201,929 △201,929 △201,929

親会社株主に帰属す

る当期純利益
444,212 444,212 444,212

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

113,783 113,783 △2,727 39,007 150,063

当期変動額合計 272,814 272,814 242,283 － 787,912 113,783 113,783 △2,727 39,007 937,975

当期末残高 3,317,200 1,313,033 6,872,595 △23,395 11,479,433 59,152 59,152 － 1,263,204 12,801,790

　当連結会計年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)

(単位：千円)

株主資本
その他の包括利益累

計額

非支配株主

持分
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

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 3,317,200 1,313,033 6,872,595 △23,395 11,479,433 59,152 59,152 1,263,204 12,801,790

当期変動額

剰余金の配当 △210,569 △210,569 △210,569

親会社株主に帰属す

る当期純利益
615,472 615,472 615,472

自己株式の取得 △343 △343 △343

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

92,799 92,799 118,171 210,970

当期変動額合計 － － 404,903 △343 404,559 92,799 92,799 118,171 615,530

当期末残高 3,317,200 1,313,033 7,277,498 △23,739 11,883,993 151,951 151,951 1,381,376 13,417,320
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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 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
　至 2022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 763,221 1,162,959

減価償却費 216,904 236,422

貸倒引当金の増減額（△は減少） 450 △10,388

製品保証引当金の増減額（△は減少） △14,594 2,626

賞与引当金の増減額（△は減少） △35,624 △33,374

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 10,199 △6,050

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 9,776 △15,658

受取利息及び受取配当金 △22,821 △32,109

支払利息 14,529 12,244

固定資産売却損益（△は益） △127 △159

有形固定資産除却損 2,403 1,238

投資有価証券売却損益（△は益） △27,197 △105,316

長期未払金の増減額（△は減少） △14,302 △8,014

売上債権の増減額（△は増加） 546,694 △235,383

棚卸資産の増減額（△は増加） △347,038 △1,057,046

仕入債務の増減額（△は減少） △815,764 △541,045

保険解約返戻金 △4,419 △1,518

未払消費税等の増減額（△は減少） △32,302 △29,285

その他 △137,743 60,724

小計 112,242 △599,135

利息及び配当金の受取額 22,821 32,109

利息の支払額 △14,816 △12,267

法人税等の支払額 △532,066 △190,972

法人税等の還付額 － 175,402

営業活動によるキャッシュ・フロー △411,818 △594,864

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） － △631,370

有形固定資産の取得による支出 △192,954 △344,132

有形固定資産の売却による収入 311 159

無形固定資産の取得による支出 △61,327 △83,567

投資有価証券の取得による支出 △16,991 △12,996

投資有価証券の売却による収入 28,886 244,892

資産除去債務の履行による支出 － △2,200

その他の支出 △4,212 △5,722

その他の収入 8,452 2,801

投資活動によるキャッシュ・フロー △237,835 △832,136
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 1,100,000 －

長期借入金の返済による支出 △366,800 △320,000

社債の償還による支出 △20,000 △10,000

リース債務の返済による支出 △1,010 △763

自己株式の取得による支出 － △343

非支配株主への配当金の支払額 △16,800 △38,800

新株予約権の行使による株式の発行による収入 542,901 －

配当金の支払額 △201,048 △210,963

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,037,242 △580,871

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 387,588 △2,007,872

現金及び現金同等物の期首残高 5,146,465 5,534,054

現金及び現金同等物の期末残高 5,534,054 3,526,182
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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。

(会計方針の変更)

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサー

ビスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

これにより、一部の国内連結子会社は、輸出販売においては主に輸出通関時に収益を認識しておりましたが、貿

易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に収益を認識することとしております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首

の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項

に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認

識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。

また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当

連結会計年度より「受取手形」及び「売掛金」に含めて表示しております。

この結果、当連結会計年度の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありま

せん。

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業

会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新

たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。

(表示方法の変更)

（連結貸借対照表関係）

前事業年度において、「流動資産」の「受取手形及び売掛金」に含めていた「電子記録債権」は、金額的重要性

が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度

の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形及び売掛金」に表示していた

3,192,132千円は、「受取手形及び売掛金」2,855,147千円、「電子記録債権」336,984千円として組み替えておりま

す。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

当社グループは、単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

１株当たり純資産額 1,643円91銭 1,714円82銭

１株当たり当期純利益金額 64円62銭 87円69銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 64円60銭 －銭

(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。

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022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(千円) 444,212 615,472

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)

444,212 615,472

普通株式の期中平均株式数(千株) 6,874 7,018

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(千株) 2 －

(注) 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、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。

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
(2021年３月31日)

当連結会計年度末
(2022年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 12,801,790 13,417,320

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 1,263,204 1,381,376

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 11,538,585 12,035,944

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(千株)

7,018 7,018

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　


