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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 20,527 △5.1 302 △8.0 329 △4.4 163 5.5

2020年３月期 21,622 0.8 328 18.7 344 23.3 154 8.1
(注) 包括利益 2021年３月期 354百万円( －％) 2020年３月期 △62百万円( －％)
　

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 13.07 － 1.8 2.0 1.5

2020年３月期 12.39 － 1.7 2.0 1.5
(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 16,692 9,271 54.7 729.87

2020年３月期 16,517 9,067 54.3 717.22
(参考) 自己資本 2021年３月期 9,130百万円 2020年３月期 8,971百万円
　

　

（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 1,025 △131 △563 3,251

2020年３月期 464 △284 △661 2,916
　　

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 － 9.00 17.00 212 137.2 2.3

2021年３月期 － 7.00 － 9.00 16.00 200 122.4 2.2

2022年３月期(予想) － 7.00 － 9.00 16.00 100.6
　

（注)2020年3月期の第2四半期末配当金の内訳：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) 10,374 11.7 76 11.0 107 3.2 45 △6.9 3.60

通期 22,015 7.2 333 10.2 392 19.0 199 21.7 15.91

　　



※ 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
　

(注）詳細は添付資料P.12「3.連結財務諸表及び主な注記(5)連結財務諸表に関する注記事項(会計方針の変更）」を
ご覧ください。

　

（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 12,744,054株 2020年３月期 12,744,054株

② 期末自己株式数 2021年３月期 234,895株 2020年３月期 234,895株

③ 期中平均株式数 2021年３月期 12,509,159株 2020年３月期 12,509,159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 19,220 △6.1 323 1.1 367 2.5 217 108.5

2020年３月期 20,474 1.2 320 5.4 358 11.4 104 △45.9
　

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 17.39 －

2020年３月期 8.34 －
　

　

（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 16,171 9,466 58.5 756.78

2020年３月期 16,123 9,260 57.4 740.34

(参考) 自己資本 2021年３月期 9,466百万円 2020年３月期 9,260百万円
　　　

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) 9,595 9.9 135 △17.4 65 △43.9 5.19

通期 20,181 5.0 402 9.5 217 △0.3 17.34
　

業績予想に関する注記
　

※ 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P.4「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我が国経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、外出自粛や個人消費マイン

ドの低下など、経済・社会活動が停滞したことで国内経済は急速に悪化しました。

第３四半期以降、徐々に、塗り替え需要を中心に回復傾向を見せていますが、新型コロナウイルス感染拡大の影

響が混在するなど、当社グループを取り巻く環境におきましても、依然として先行き不透明な状況が続いておりま

す。

このような状況の中、当社グループは、状況に応じて対策を講じながら、業績の向上に努めてまいりました。

当連結会計年度においては、コミュニケーションツールとしてメールマガジンの配信を継続し、耐久性に優れた

フッ素樹脂塗料の認知度アップを図るべく「フッ素セレクション」、異常気象対策として省エネ効果が期待できる

断熱セラミック塗料「キクスイガイナ」、改修市場における汎用シリコンNo.１品質にグレードアップした主力製品

「水系ファインコートシリコン」、石綿含有建築用仕上塗材に対する環境配慮型剥離剤「キクスイＳＰリムーバー

エコ」など、環境への配慮や社会的な課題解決に向けた取り組みを意識し、継続して社会の役に立つ製品群の普

及・提案活動を図ってまいりました。

工事においては、戸建住宅の改修工事や、非住宅の防耐火や石綿含有建築用仕上塗材の除去などの特殊工事のご

依頼に対し、安全・品質・コンプライアンスの充実に努め、更に強固な施工管理体制の充実化に取り組みました。

それらの効果もあり、第３四半期以降は、回復傾向となりましたが、第２四半期までの落ち込みをカバーするに

は至りませんでした。

その結果、当連結会計年度における業績は、連結売上高は205億27百万円(前期比5.1％減)を計上することになり

ました。

利益面におきましては、連結営業利益は3億2百万円(同8.0％減)、連結経常利益は3億29百万円(同4.4％減)、親会

社株主に帰属する当期純利益は1億63百万円(同5.5％増）となりました。

（２）当期の財政状態の概況

資産、負債及び純資産の状況

(流動資産)

当連結会計年度末の流動資産の残高は、100億59百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億40百万円の増加と

なりました。主な内容は、現金及び預金が３億34百万円増加、受取手形及び売掛金が１億42百万円減少したことに

よるものであります。

(固定資産)

当連結会計年度末の固定資産の残高は、66億27百万円となり、前連結会計年度末に比べ53百万円の減少となりま

した。主な内容は、建物及び構築物（純額）が１億11百万円、投資有価証券が１億76百万円増加、機械装置及び運

搬具（純額）が81百万円、リース資産(無形)が41百万円、長期性預金が２億１百万円減少したことによるものであ

ります。

(流動負債)

当連結会計年度末の流動負債の残高は、57億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億８百万円の増加とな

りました。主な内容は、支払手形及び買掛金が１億17百万円、短期借入金が２億50百万円、未払法人税等が１億19

百万円増加し、1年内返済予定の長期借入金が４億３百万円減少したことによるものであります。

(固定負債)

当連結会計年度末の固定負債の残高は、16億55百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億37百万円の減少とな

りました。主な内容は、完成工事補償引当金が８百万円、長期借入金が76百万円増加し、社債が1億97百万円、リ

ース債務が54百万円減少したことによるものであります。

(純資産)

当連結会計年度末の純資産の残高は、92億71百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億4百万円の増加となりま

した。主な内容は、その他有価証券評価差額金が1億88百万円、非支配株主持分が45百万円増加したことによるも

のであります。
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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(以下「資金」という。）は32億51百万円(前連結会計年度は29億

16百万円）となりました。なお、当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況と主な内容は以下のとおりで

あります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度末において、営業活動によるキャッシュ・フローは10億25百万円の資金の増加(前連結会計年度

は４億64百万円)となりました。

これは主に、仕入債務の増減額による増加、未払費用の増減額による増加、法人税等の支払額の増加によるもの

であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度末において、投資活動によるキャッシュ・フローは１億31百万円の資金の減少(前連結会計年度

は２億84百万円)となりました。

これは主に、定期預金の純増減額による増加、投資有価証券の売却等による収入の増加、連結の範囲の変更を伴

う子会社株式の取得による支出の増加によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度末において、財務活動によるキャッシュ・フローは５億63百万円の資金の減少(前連結会計年度

は６億61百万円)となりました。

これは主に、短期借入金の純増減額によるものであります。

(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（％） 55.1 51.9 50.6 54.3 54.7

時価ベースの自己資本比率
（％）

34.0 31.1 27.2 27.8 30.1

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

5.7 6.4 4.9 6.4 2.6

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

31.1 36.0 48.6 33.4 70.7

※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/キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー/利払い

(注)1.株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

2.キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

3.有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。
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（４）今後の見通し

今後のわが国経済の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種への期待が高まるものの、

変異株による感染拡大の影響もあり収束時期を見通すことが難しく、依然として景気の先行き不透明な状況が続く

と予想されます。

　このような状況の中、当社グループでは持続的な成長に向けた事業基盤強化のため、社員がいきいきと能力を発

揮して、安心して働けるよう、コーポレートガバナンス・コンプライアンスを徹底するとともに、制度の見直しと

働き方改革を推進してまいります。建築用塗料の需要においては、市場のニーズにマッチした高付加価値製品の開

発・製造・販売に取り組みます。工事につきましては、継続して安全・品質・コンプライアンスを中心に、強固な

施工管理体制の充実化を図り、販売・工事共に建物など構造物の長寿命化の一翼を担ってまいります。

また、全社的コスト削減を継続的に行い、経営の効率化を目指してまいります。

次期（2022年３月期）の連結業績の見通しにつきましては、売上高220億円、営業利益３億33百万円、経常利益３

億92百万円、親会社株主に帰属する当期純利益１億99百万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

当社グループの利害関係者の多くは、国内の株主、債権者、取引先等であり、海外からの資金調達の必要性が乏しい

ため、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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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 3,251,485 3,586,427

受取手形及び売掛金 4,939,555 4,796,811

商品及び製品 785,939 757,705

仕掛品 210,526 256,300

原材料及び貯蔵品 371,074 353,742

その他 283,626 309,596

貸倒引当金 △22,632 △763

流動資産合計 9,819,576 10,059,821

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,152,111 4,431,336

減価償却累計額 △2,192,186 △2,360,330

建物及び構築物（純額） 1,959,925 2,071,006

機械装置及び運搬具 2,225,072 2,216,782

減価償却累計額 △1,742,434 △1,815,843

機械装置及び運搬具（純額） 482,638 400,939

土地 1,255,537 1,255,537

リース資産 55,955 49,308

減価償却累計額 △17,711 △17,787

リース資産（純額） 38,244 31,521

建設仮勘定 35,015 4,207

その他 485,431 501,872

減価償却累計額 △449,613 △457,887

その他（純額） 35,818 43,985

有形固定資産合計 3,807,179 3,807,198

無形固定資産

のれん － 74,801

リース資産 146,977 105,016

その他 198,332 176,052

無形固定資産合計 345,309 355,870

投資その他の資産

投資有価証券 1,927,701 2,103,931

繰延税金資産 213,864 184,166

長期預金 210,000 8,400

その他 181,004 187,804

貸倒引当金 △3,594 △19,750

投資その他の資産合計 2,528,976 2,464,552

固定資産合計 6,681,465 6,627,621

繰延資産 16,366 5,300

資産合計 16,517,408 16,692,742
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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 2,859,469 2,976,580

短期借入金 1,250,000 1,500,000

1年内償還予定の社債 197,200 197,200

1年内返済予定の長期借入金 442,924 39,360

リース債務 62,368 65,118

未払費用 435,809 486,993

未払法人税等 50,918 170,714

賞与引当金 40,500 42,419

完成工事補償引当金 4,620 －

役員退職慰労引当金 － 65,280

その他 212,554 221,441

流動負債合計 5,556,364 5,765,107

固定負債

社債 726,600 529,400

長期借入金 155,566 231,750

リース債務 136,098 81,845

繰延税金負債 1,009 2,332

役員退職慰労引当金 86,880 21,600

完成工事補償引当金 103,711 112,620

退職給付に係る負債 518,750 509,084

資産除去債務 11,138 10,433

その他 153,446 156,660

固定負債合計 1,893,200 1,655,726

負債合計 7,449,565 7,420,834

純資産の部

株主資本

資本金 1,972,735 1,972,735

資本剰余金 1,670,795 1,670,795

利益剰余金 5,485,705 5,449,010

自己株式 △118,412 △118,412

株主資本合計 9,010,823 8,974,129

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 200,840 388,957

為替換算調整勘定 △240,921 △231,263

退職給付に係る調整累計額 1,129 △1,818

その他の包括利益累計額合計 △38,950 155,876

非支配株主持分 95,969 141,902

純資産合計 9,067,842 9,271,908

負債純資産合計 16,517,408 16,692,742
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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 21,622,260 20,527,103

売上原価 16,691,210 15,697,870

売上総利益 4,931,049 4,829,232

販売費及び一般管理費 4,602,608 4,527,169

営業利益 328,440 302,063

営業外収益

受取利息 4,399 6,505

受取配当金 34,194 40,184

仕入割引 726 480

助成金収入 － 22,540

補助金収入 9,084 13,228

保険配当金 7,770 －

受取保険金 3,680 －

その他 19,292 28,446

営業外収益合計 79,147 111,386

営業外費用

支払利息 13,884 14,510

売上割引 8,554 8,001

支払手数料 17,920 9,999

為替差損 6,438 30,705

その他 16,122 20,719

営業外費用合計 62,919 83,935

経常利益 344,668 329,513

投資有価証券売却益 － 50,435

特別利益合計 － 50,435

特別損失

固定資産除却損 4,462 21,379

投資有価証券評価損 － 20,620

特別損失合計 4,462 41,999

税金等調整前当期純利益 340,206 337,949

法人税、住民税及び事業税 141,995 219,777

法人税等調整額 49,529 △40,216

法人税等合計 191,525 179,561

当期純利益 148,681 158,387

非支配株主に帰属する当期純損失（△） △6,275 △5,064

親会社株主に帰属する当期純利益 154,956 163,452
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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 148,681 158,387

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △171,229 188,117

為替換算調整勘定 △31,172 10,450

退職給付に係る調整額 △8,391 △2,948

その他の包括利益合計 △210,793 195,619

包括利益 △62,112 354,007

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △53,295 357,898

非支配株主に係る包括利益 △8,816 △3,891
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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 1,972,735 1,670,795 5,543,404 △118,412 9,068,522

当期変動額

剰余金の配当 △212,655 △212,655

親会社株主に帰属す

る当期純利益
154,956 154,956

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － △57,698 － △57,698

当期末残高 1,972,735 1,670,795 5,485,705 △118,412 9,010,823

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 372,069 △211,909 9,521 169,682 104,405 9,342,611

当期変動額

剰余金の配当 △212,655

親会社株主に帰属す

る当期純利益
154,956

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△171,229 △29,011 △8,391 △208,633 △8,436 △217,069

当期変動額合計 △171,229 △29,011 △8,391 △208,633 △8,436 △274,768

当期末残高 200,840 △240,921 1,129 △38,950 95,969 9,067,842
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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 1,972,735 1,670,795 5,485,705 △118,412 9,010,823

当期変動額

剰余金の配当 △200,146 △200,146

親会社株主に帰属す

る当期純利益
163,452 163,452

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － △36,694 － △36,694

当期末残高 1,972,735 1,670,795 5,449,010 △118,412 8,974,129

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 200,840 △240,921 1,129 △38,950 95,969 9,067,842

当期変動額

剰余金の配当 △200,146

親会社株主に帰属す

る当期純利益
163,452

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

188,117 9,658 △2,948 194,827 45,932 240,759

当期変動額合計 188,117 9,658 △2,948 194,827 45,932 204,065

当期末残高 388,957 △231,263 △1,818 155,876 141,902 9,271,908
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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 340,206 337,949

減価償却費 408,079 419,571

のれん償却額 － 18,700

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 11,595 △9,665

貸倒引当金の増減額（△は減少） △513 △5,712

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,132 1,918

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 29,259 4,289

受取利息及び受取配当金 △38,593 △46,689

支払利息 13,884 14,510

投資有価証券売却損益（△は益） － △50,435

固定資産除売却損益（△は益） 1,962 21,329

売上債権の増減額（△は増加） 800,709 184,822

たな卸資産の増減額（△は増加） 70,269 981

仕入債務の増減額（△は減少） △675,016 88,117

投資有価証券評価損益（△は益） － 20,620

未払費用の増減額（△は減少） △194,185 44,901

その他 △48,607 48,091

小計 722,184 1,093,299

利息及び配当金の受取額 38,593 47,140

利息の支払額 △13,934 △14,499

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △281,980 △100,532

営業活動によるキャッシュ・フロー 464,863 1,025,408

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） △7 201,595

有形固定資産の取得による支出 △183,411 △360,035

無形固定資産の取得による支出 △46,521 △16,045

投資有価証券の取得による支出 △37,285 △101,409

投資有価証券の売却による収入 － 204,643

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △128,972

その他 △17,107 68,435

投資活動によるキャッシュ・フロー △284,333 △131,788

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） △117,207 250,000

長期借入れによる収入 50,000 110,000

長期借入金の返済による支出 △113,948 △449,596

社債の償還による支出 △197,200 △197,200

リース債務の返済による支出 △71,187 △77,296

配当金の支払額 △212,088 △199,899

財務活動によるキャッシュ・フロー △661,632 △563,991

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,485 5,308

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △496,588 334,937

現金及び現金同等物の期首残高 3,412,659 2,916,071

現金及び現金同等物の期末残高 2,916,071 3,251,008
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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)

該当事項はありません

(会計上の見積りの変更)

該当事項ありません

(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)

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。

当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

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。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産 （単位:千円）

日本 中国 その他 合計

3,178,419 626,099 2,660 3,807,179

３ 主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名 売上高(千円) 関連するセグメント名

大和ハウスリフォーム㈱ 2,552,094 製品販売・工事

住友林業ホームテック㈱ 2,501,665 製品販売・工事
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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)

１ 製品及びサービスごとの情報

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。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産 （単位:千円）

日本 中国 その他 合計

3,231,262 574,429 1,506 3,807,198

３ 主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名 売上高(千円) 関連するセグメント名

大和ハウスリフォーム㈱ 2,294,731 製品販売・工事

住友林業ホームテック㈱ 1,728,504 製品販売・工事

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

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。

当連結会計年度(自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)

　当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに１株当たり当期純利益及び算定上の基礎は、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)

(1) １株当たり純資産額 717円22銭 729円87銭

　(算定上の基礎)

　 連結貸借対照表の純資産の部の合計額 (千円) 9,067,842 9,271,908

　 普通株式に係る期末の純資産額 (千円) 8,971,872 9,130,005

　 差額の主な内容
非支配株主持分

(千円) 95,969 141,902

　 普通株式の発行済株式数 (千株) 12,744 12,744

　 普通株式の自己株式数 (千株) 234 234

　 １株当たり純資産額の算定に用いられた
　 普通株式の数

(千株) 12,509 12,509

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)

(2) １株当たり当期純利益 12円39銭 13円07銭

　(算定上の基礎)

連結損益計算書上の親会社株主に帰属する
当期純利益

(千円) 154,956 163,452

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益

(千円) 154,956 163,452

　普通株式の期中平均株式数 (千株) 12,509 12,509

(注) 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。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

　


