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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 34,606 △14.2 181 △86.0 131 △86.8 △225 －

2020年３月期 40,322 △0.4 1,301 △24.2 991 △35.7 552 △32.3
(注) 包括利益 2021年３月期 1,447百万円( －％) 2020年３月期 △148百万円( －％)
　

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 △51.14 － △1.3 0.3 0.5

2020年３月期 125.59 － 3.4 2.1 3.2
(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 49,752 19,597 34.5 3,895.10

2020年３月期 46,817 18,431 34.8 3,704.10
(参考) 自己資本 2021年３月期 17,142百万円 2020年３月期 16,301百万円
　

　

（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 3,250 △4,076 2,271 5,900

2020年３月期 4,880 △3,721 △477 4,286
　

　　

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 － 30.00 － 40.00 70.00 308 55.7 1.9
2021年３月期 － 0.00 － 10.00 10.00 44 - 0.3
2022年３月期(予想) － 30.00 － 40.00 70.00 44.0

　

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) 18,000 23.2 700 － 550 － 250 － 56.81

通期 37,000 6.9 1,500 724.3 1,200 813.8 700 － 159.06

　



※ 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
　

　

（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 4,420,000株 2020年３月期 4,420,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期 19,062株 2020年３月期 19,035株

③ 期中平均株式数 2021年３月期 4,400,947株 2020年３月期 4,401,011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 23,146 △16.3 △529 ー 169 △85.3 220 △76.3

2020年３月期 27,658 1.4 685 8.5 1,152 0.0 928 △2.1
　

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 50.06 －

2020年３月期 210.95 －
　

　

（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 35,735 13,116 36.7 2,980.36

2020年３月期 33,248 12,635 38.0 2,871.10

(参考) 自己資本 2021年３月期 13,116百万円 2020年３月期 12,635百万円
　

　　

※ 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、実際に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、添付資料P．３「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世界経済は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済活動・社会活動の停滞により、

厳しい状況で推移しました。

当社グループ製品の主要市場である日本・米国・中国・東南アジアの自動車産業における生産台数は、総じて第

１四半期は前年を大きく下回るペースとなったものの、第２四半期以降は急激に持ち直しの動きが見られました。

このような状況の中、当社グループにおきましては、主に年初は稼働調整を行う一方、省人や固定費圧縮等によ

る収益構造改善等を推し進め、売上回復局面での利益確保に努めました。

これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高は346億６百万円（前年度比14.2％減）となり、営業利益は１億

81百万円（前年度比86.0％減）、経常利益は１億31百万円（前年度比86.8％減）、親会社株主に帰属する当期純損

失は２億25百万円となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

①粉末冶金製品事業

自動車用部品につきましては、第１四半期連結会計期間は新型コロナウイルス感染拡大の影響等で前年同四

半期に比べ48.3％の減収となったのに対し、第２四半期以降回復基調となり、第３、第４四半期は前年同期比

増収となりました。当社グループとしては、前述の収益構造改善に取り組みました。

鉄道車両用部品につきましては、新幹線用ブレーキライニング及び新幹線用すり板の搭載車両増加がありま

したが、新型コロナウイルス感染拡大に伴う減便の影響により、第２四半期以降売上高は減少し、第４四半期

連結会計期間では前年同四半期に比べ29.0％の減収となりました。

これらの結果、当連結会計年度における売上高は331億95百万円と前年度と比べ51億62百万円（13.5%）の減

収となり、セグメント利益につきましては、16億22百万円と前年度と比べ11億76百万円（42.0%）の減益となり

ました。

②油圧機器製品事業

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、画像診断機器用製品は売上増となりました。デンタルチェア用製品

はアジア向けを中心に厳しい状況が続き、年度終盤では輸出増加で売上回復、国内理美容チェア用製品も回復

傾向となりましたが、第４四半期連結会計期間でも前年同四半期に比べ6.3%減収となりました。

この結果、当連結会計年度における売上高は14億３百万円と、前年度と比べ５億53百万円（28.3%）の減収と

なり、セグメント利益につきましては、３億26百万円と前年度と比べ２億29百万円（41.3%）の減益となりまし

た。

（２）当期の財政状態の概況

　 （資産）

資産は497億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ、29億35百万円増加いたしました。これは、新型コロナウ

イルス感染拡大リスクへの備えなどによる現金及び預金の増加（前連結会計年度末比16億26百万円増）、売上回復

に伴う受取手形及び売掛金の増加（前連結会計年度末比５億12百万円増）、株価回復に伴う評価額の上昇による投

資有価証券の増加（前連結会計年度末比６億28百万円増）によるものであります。

（負債）

負債は301億55百万円となり、前連結会計年度末に比べ、17億69百万円増加いたしました。これは、設備投資の低

減による営業外電子記録債務の減少（前連結会計年度末比４億23百万円減）の一方、新型コロナウイルスのリスク

への備えとして短期借入金の増加（前連結会計年度末比22億72百万円増）、国内新規品用設備等の資金として長期

借入金の増加（前連結会計年度末比３億16百万円増）によるものであります。

（純資産）

純資産は195億97百万円となり、前連結会計年度末に比べ、11億66百万円増加いたしました。これは、主に円安進

行に伴う為替換算調整勘定の増加による、その他の包括利益累計額の増加（前連結会計年度末比12億41百万円増）

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

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、32億50百万円となり、前連結会計年度に比べ16億30百万円（前年同期比33.4％

減）となりました。これは主に、新型コロナウイルス感染拡大の影響による営業利益の減少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）

投資活動の結果使用した資金は、40億76百万円となり、前連結会計年度に比べ３億54百万円増加（前年同期比9.5

％増）となりました。これは主に、新規品生産や改善のための有形固定資産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）

財務活動の結果増加した資金は、22億71百万円となり、前連結会計年度に比べ27億48百万円増加となりました。

これは主に、短期借入金の増加16億57百万円、長期借入れによる収入12億78百万円、長期借入金の返済による支出

３億15百万円等があったことによるものであります。

（４）今後の見通し

世界的な新型コロナウイルス感染拡大の収束時期は未だ不透明であり、当社グループ製品の主要市場である自動

車産業におきましては、半導体不足等による顧客企業における生産停滞が懸念されるものの、概ね足元のペースが

続くものと想定しております。一方で、鉄道及び油圧機器については、新型コロナウイルス感染拡大前の水準に戻

るには時間がかかると考えております。

引き続き、当社グループにおきましては、ハイブリッド車用インバーター部品の増産や新世代型の生産準備を確

実に実行するとともに省人の推進等、収益構造改善に取り組んでまいります。

こうした状況を踏まえ、2022年３月期の連結業績につきましては、為替レート１US＄＝105円の想定のもとに、売

上高は370億円（前年度比6.9％増）、営業利益は15億円（前年度比13億18百万円増）、経常利益は12億円（前年度

比10億68百万円増）、親会社株主に帰属する当期純利益は７億円（前年度比９億25百万円増）を計画しておりま

す。

また、中期的な観点では、電動化対応や、新規事業分野等への開発リソーセス投入、デジタル技術を活用したも

のづくり改革の推進、CO2削減を含めた持続的成長への取組みを進めており、これらを含めた次の中期経営計画を別

途公表する予定です。

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、日本基準の連結財務

諸表を採用することとしております。

なお、ＩＦＲＳ（国際財務報告基準）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 4,527,645 6,154,237

受取手形及び売掛金 6,618,879 7,131,791

電子記録債権 1,261,895 1,403,535

商品及び製品 1,153,928 1,140,766

仕掛品 1,629,031 1,736,263

原材料及び貯蔵品 2,530,884 2,497,975

その他 289,148 366,983

流動資産合計 18,011,414 20,431,552

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 13,475,651 13,835,695

減価償却累計額 △8,380,075 △8,837,327

建物及び構築物（純額） 5,095,576 4,998,368

機械装置及び運搬具 47,435,479 49,785,374

減価償却累計額 △35,167,862 △37,593,951

機械装置及び運搬具（純額） 12,267,616 12,191,423

工具、器具及び備品 5,783,991 5,950,526

減価償却累計額 △4,717,589 △5,094,856

工具、器具及び備品（純額） 1,066,401 855,669

土地 3,537,447 3,552,221

リース資産 1,165,193 1,368,904

減価償却累計額 △468,139 △580,957

リース資産（純額） 697,054 787,946

建設仮勘定 2,429,194 2,785,175

有形固定資産合計 25,093,290 25,170,804

無形固定資産

電話加入権 11,407 11,407

リース資産 45,788 22,063

その他 344,588 437,832

無形固定資産合計 401,785 471,302

投資その他の資産

投資有価証券 1,720,689 2,349,620

長期貸付金 8,264 9,620

繰延税金資産 1,486,242 1,268,387

その他 95,589 51,298

投資その他の資産合計 3,310,786 3,678,927

固定資産合計 28,805,862 29,321,034

資産合計 46,817,276 49,752,587
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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 2,762,531 2,948,953

電子記録債務 2,635,904 2,429,631

短期借入金 7,065,378 9,337,468

1年内返済予定の長期借入金 1,813,115 2,036,467

リース債務 126,526 139,200

未払法人税等 234,171 59,378

未払消費税等 162,616 210,230

未払費用 643,865 640,738

賞与引当金 922,381 897,004

役員賞与引当金 46,593 34,429

設備関係支払手形 162,983 125,151

営業外電子記録債務 1,012,806 589,221

その他 957,583 712,344

流動負債合計 18,546,457 20,160,220

固定負債

長期借入金 4,401,778 4,718,298

リース債務 669,716 745,288

繰延税金負債 24,755 31,740

役員退職慰労引当金 131,898 123,658

退職給付に係る負債 4,269,945 4,026,688

資産除去債務 340,799 349,160

その他 454 －

固定負債合計 9,839,348 9,994,835

負債合計 28,385,806 30,155,055

純資産の部

株主資本

資本金 2,203,000 2,203,000

資本剰余金 1,721,609 1,721,609

利益剰余金 12,102,942 11,701,854

自己株式 △30,798 △30,849

株主資本合計 15,996,753 15,595,614

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 599,494 1,036,636

為替換算調整勘定 △143,536 350,312

退職給付に係る調整累計額 △151,087 159,511

その他の包括利益累計額合計 304,869 1,546,460

非支配株主持分 2,129,847 2,455,456

純資産合計 18,431,470 19,597,532

負債純資産合計 46,817,276 49,752,587
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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 40,322,268 34,606,535

売上原価 34,891,046 30,766,392

売上総利益 5,431,222 3,840,142

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 656,098 588,678

給料 1,008,492 963,699

賞与 286,492 256,141

役員賞与引当金繰入額 45,755 34,710

退職給付費用 92,838 102,194

役員退職慰労引当金繰入額 62,182 21,729

福利厚生費 355,116 308,006

減価償却費 135,009 151,625

研究開発費 278,961 183,234

その他 1,208,820 1,048,159

販売費及び一般管理費合計 4,129,768 3,658,181

営業利益 1,301,453 181,961

営業外収益

受取利息 14,264 9,481

受取配当金 60,828 51,733

助成金収入 15,604 194,510

作業くず売却収入 28,972 25,855

為替差益 － 55,736

雑収入 69,280 42,410

営業外収益合計 188,951 379,728

営業外費用

支払利息 289,199 201,661

為替差損 94,720 －

固定資産除却損 96,111 44,173

稼働停止に伴う費用 － 97,647

雑支出 18,791 86,883

営業外費用合計 498,823 430,365

経常利益 991,581 131,324

税金等調整前当期純利益 991,581 131,324

法人税、住民税及び事業税 418,776 217,303

法人税等調整額 △111,719 △87,454

法人税等合計 307,056 129,848

当期純利益 684,525 1,476

非支配株主に帰属する当期純利益 131,780 226,525

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（△）

552,744 △225,048
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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 684,525 1,476

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △271,314 437,141

為替換算調整勘定 △590,815 698,194

退職給付に係る調整額 29,037 310,887

その他の包括利益合計 △833,092 1,446,223

包括利益 △148,567 1,447,699

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △130,403 1,016,958

非支配株主に係る包括利益 △18,164 430,741
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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 2,203,000 1,721,609 11,814,260 △30,584 15,708,286

当期変動額

剰余金の配当 △264,062 △264,062

親会社株主に帰属す

る当期純利益
552,744 552,744

自己株式の取得 △214 △214

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)

当期変動額合計 － － 288,681 △214 288,467

当期末残高 2,203,000 1,721,609 12,102,942 △30,798 15,996,753

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 870,809 299,792 △181,568 989,033 2,305,052 19,002,372

当期変動額

剰余金の配当 △264,062

親会社株主に帰属す

る当期純利益
552,744

自己株式の取得 △214

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
△271,314 △443,329 30,480 △684,163 △175,205 △859,368

当期変動額合計 △271,314 △443,329 30,480 △684,163 △175,205 △570,901

当期末残高 599,494 △143,536 △151,087 304,869 2,129,847 18,431,470
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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 2,203,000 1,721,609 12,102,942 △30,798 15,996,753

当期変動額

剰余金の配当 △176,038 △176,038

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（△）

△225,048 △225,048

自己株式の取得 △51 △51

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)

当期変動額合計 － － △401,087 △51 △401,138

当期末残高 2,203,000 1,721,609 11,701,854 △30,849 15,595,614

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 599,494 △143,536 △151,087 304,869 2,129,847 18,431,470

当期変動額

剰余金の配当 △176,038

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（△）

△225,048

自己株式の取得 △51

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
437,141 493,849 310,599 1,241,590 325,609 1,567,200

当期変動額合計 437,141 493,849 310,599 1,241,590 325,609 1,166,062

当期末残高 1,036,636 350,312 159,511 1,546,460 2,455,456 19,597,532
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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 991,581 131,324

減価償却費 3,808,435 3,876,901

固定資産売却損益（△は益） △2,105 △2,682

固定資産除却損 96,111 44,173

賞与引当金の増減額（△は減少） 707 △28,513

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 247,891 180,118

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 33,034 △8,239

受取利息及び受取配当金 △75,093 △61,215

支払利息 289,199 201,661

売上債権の増減額（△は増加） 1,257,130 △517,424

たな卸資産の増減額（△は増加） △464,967 74,406

その他の流動資産の増減額（△は増加） 45,190 48,926

仕入債務の増減額（△は減少） △715,156 △89,846

その他 △98,274 △30,266

小計 5,413,685 3,819,323

利息及び配当金の受取額 75,422 61,218

利息の支払額 △288,854 △200,020

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △319,951 △430,440

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,880,301 3,250,080

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 △13,008 △12,003

投資有価証券の取得による支出 △1,006 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △3,726,479 △4,093,208

有形固定資産の売却による収入 19,620 29,882

貸付けによる支出 △7,187 △6,790

貸付金の回収による収入 6,419 5,942

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,721,642 △4,076,176

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） 516,945 2,174,846

長期借入れによる収入 1,196,380 2,474,594

長期借入金の返済による支出 △1,646,725 △1,962,407

自己株式の取得による支出 △214 △51

配当金の支払額 △261,201 △175,826

非支配株主への配当金の支払額 △157,222 △105,110

リース債務の返済による支出 △125,335 △134,938

財務活動によるキャッシュ・フロー △477,373 2,271,107

現金及び現金同等物に係る換算差額 △109,164 169,572

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 572,120 1,614,583

現金及び現金同等物の期首残高 3,714,223 4,286,344

現金及び現金同等物の期末残高 4,286,344 5,900,927
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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、当社の構成単位のうち、分離された財務情報が入手可能であり、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。

　 当社は、自動車や鉄道車両等の輸送用機器メーカーを主たる顧客として、金属粉末をもとに高強度、高精度、耐

摩耗性あるいは摩擦摺動性など最終製品が要求する様々な特性を焼結部品の形で実現し、製造・販売する「粉末冶

金製品事業」と高精度、高強度の焼結ギアをポンプ駆動部に組み込んだ小型油圧機器を製造・販売する「油圧機器

製品事業」の２つを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
その他
（注１）

総合計
調整額
（注２）

連結財務諸表
計上額
（注３）粉末冶金

製品事業
油圧機器
製品事業

計

売上高

外部顧客への売上高 38,357,370 1,956,305 40,313,676 8,591 40,322,268 － 40,322,268

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － －

計 38,357,370 1,956,305 40,313,676 8,591 40,322,268 － 40,322,268

セグメント利益 2,798,891 556,694 3,355,585 3,738 3,359,324 △2,057,870 1,301,453

セグメント資産 40,370,088 1,089,451 41,459,540 41,127 41,500,668 5,316,608 46,817,276

その他の項目

減価償却費 3,661,989 33,919 3,695,908 4,853 3,700,762 107,673 3,808,435

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

4,203,248 44,997 4,248,245 － 4,248,245 245,485 4,493,731

(注)１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、発電及び売電に関する事業です。

(注)２ 調整額は、以下の通りであります。

(１)セグメント利益の調整額△2,057,870千円は、全社費用であります。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。

(２)セグメント資産の調整額5,316,608千円の主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び有価証券）、長

期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

(注)３ セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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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
その他
（注１）

総合計
調整額
（注２）

連結財務諸表
計上額
（注３）粉末冶金

製品事業
油圧機器
製品事業

計

売上高

外部顧客への売上高 33,195,094 1,403,159 34,598,253 8,281 34,606,535 － 34,606,535

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － －

計 33,195,094 1,403,159 34,598,253 8,281 34,606,535 － 34,606,535

セグメント利益 1,622,584 326,885 1,949,470 4,001 1,953,471 △1,771,510 181,961

セグメント資産 41,671,500 1,082,079 42,753,580 31,994 42,785,575 6,967,012 49,752,587

その他の項目

減価償却費 3,713,406 40,934 3,754,341 4,280 3,758,621 118,279 3,876,901

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

3,165,951 60,452 3,226,404 － 3,226,404 247,773 3,474,177

(注)１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、発電及び売電に関する事業です。

(注)２ 調整額は、以下の通りであります。

(１)セグメント利益の調整額△1,771,510千円は、全社費用であります。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。

(２)セグメント資産の調整額6,967,012千円の主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び有価証券）、長

期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

(注)３ セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております
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(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(円) 3,704.10 3,895.10

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）(円)

125.59 △51.14

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）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又は１株当たり当期純損失（△）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
又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）(千円)

552,744 △225,048

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（△）(千円)

552,744 △225,048

普通株式の期中平均株式数（株） 4,401,011 4,400,947

３．１株当たり純資産の算定上の基礎は、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) 18,431,470 19,597,532

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 2,129,847 2,455,456

(うち非支配株主持分) (2,129,847) (2,455,456)

普通株式に係る純資産(千円) 16,301,623 17,142,075

１株当たり純資産の算定に用いられた
期末の普通株式の数（株）

4,400,965 4,400,938

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　


