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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 22,046 △19.8 1,356 △45.4 1,348 △49.4 1,247 △41.2

2020年３月期 27,492 △13.6 2,484 △35.4 2,668 △32.0 2,120 △25.8
(注) 包括利益 2021年３月期 2,895百万円( 73.0％) 2020年３月期 1,673百万円(△31.8％)
　

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 69.05 － 4.1 3.4 6.2

2020年３月期 117.36 － 7.4 7.0 9.0
(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 42,260 31,726 74.5 1,742.86

2020年３月期 37,594 29,359 77.6 1,615.68
(参考) 自己資本 2021年３月期 31,488百万円 2020年３月期 29,191百万円

（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 2,687 △688 △681 10,110

2020年３月期 3,246 △1,800 △543 8,466
　　　

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 － 15.00 － 15.00 30.00 542 25.6 1.9

2021年３月期 － 15.00 － 15.00 30.00 542 43.4 1.8

2022年３月期(予想) － 15.00 － 15.00 30.00 29.3
　　

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) 11,200 11.0 450 △18.5 450 △26.9 300 △55.7 16.61

通期 26,800 21.6 2,600 91.7 2,600 92.7 1,850 48.3 102.40

　　



※ 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) ： 有

　 新規 １社 (社名)ＩＭＤ株式会社 、除外 1社 (社名)NITTOKU PRECISION（M）SDN.BHD.
　　

（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 18,098,923株 2020年３月期 18,098,923株

② 期末自己株式数 2021年３月期 31,730株 2020年３月期 31,367株

③ 期中平均株式数 2021年３月期 18,067,451株 2020年３月期 18,067,618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 17,426 △24.0 426 △70.9 525 △65.4 644 △51.2

2020年３月期 22,914 △15.7 1,467 △49.0 1,517 △48.5 1,321 △37.5
　

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

2021年３月期 35.69 －

2020年３月期 73.13 －
　　

（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 32,089 23,841 74.3 1,319.61

2020年３月期 29,945 23,087 77.1 1,277.85

(参考) 自己資本 2021年３月期 23,841百万円 2020年３月期 23,087百万円
　　　

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) 9,100 10.2 350 130.1 250 △16.0 13.84

通期 22,300 28.0 2,050 290.3 1,450 124.9 80.26

※ 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、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および業績予想のご利
用にあたっての注意事項については、添付資料「１．経営成績等の概況（１）当期の経営成績の概況、（４）今
後の見通し」をご覧ください。
　当社は、2021年６月２日に機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。当日使用する決
算説明資料は、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。
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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当社グループの経営環境は、ＣＯＶＩＤ－１９と米中貿易摩擦の影響を受け、一部を除い

た世界規模、全業種で生産活動が低下し、設備投資に慎重な姿勢が継続しました。

　特に、当社グループの主力である顧客専用のトータル精密ＦＡラインの開発・製造は、生産活動の開始が迫ってい

るといった急を要する案件を除いては、前述の厳しい国際環境を受けて設備投資を最低限に、あるいは先送りとした

顧客も多く、結果として受注、売上ともに前期比大幅なマイナスとなりました。

　また、ＣＯＶＩＤ－１９の影響を受け、当社工場内での顧客による完成確認、海外顧客工場での設置・セットアッ

プなどをリモートによって行わざるを得ず、新規開発案件を中心に想定以上にコストがかかる案件が相対的に増え、

原価率も悪化しました。なお、そうした状況ではありましたが、当社グループの主力事業は多様なオーダーメイドの

セル生産であり技術者の養成、経験者の確保が不可欠なことから、コスト低減については、経費削減による対策に留

め、景気回復時の受注にスピーディーに対応するため人員整理は行っておりません。

このような状況下において当社グループの各セグメントの業績は、次のとおりです。

（ワインディングシステム＆メカトロニクス事業）

当社は、2020年初めから続く人の移動制限による、出荷前立会い検査の停滞が生じないように、リモートでの検査

を進めました。さらに「地産地消」の考えのもと人の往来を最小限とすべく、海外現地法人での生産体制の拡充を行

い、リモート技術の活用、欧州・中国現地法人へ受注・生産を一部移管し、Ｗｉｔｈ ＣＯＲＯＮＡへ向けた対応を推

し進めました。

　これらの結果、全売上高の91％を占めるワインディングシステム＆メカトロニクス事業においては、連結売上高は、

200億71百万円（前期比23.1％減）、セグメント利益（営業利益）は、16億79百万円（前期比48.4％減）となりまし

た。なお、当社個別ベースでの受注高は、162億43百万円（前期比9.0％減）、売上高は、154億51百万円（前期比28.2

％減）、当期末の受注残高は、109億86百万円（前期比7.8％増）となりました。

（非接触ＩＣタグ・カード事業）

前期に獲得した非接触ＩＣカードの大口受注を受け、生産が順調に推移した結果、連結売上高は、19億74百万円

（前期比40.6％増）、セグメント利益（営業利益）は、４億80百万円（前期比31.2％増）となりました。なお、当社

個別ベースでの受注高は、11億22百万円（前期比51.1％減）、売上高は、19億74百万円（前期比40.6％増）、当期末

の受注残高は、２億68百万円（前期比76.1％減）となりました。

以上の結果、売上高は220億46百万円（前期比19.8％減）、営業利益は13億56百万円（前期比45.4％減）、経常利益

は13億48百万円（前期比49.4％減）となり、親会社株主に帰属する当期純利益は12億47百万円（前期比41.2％減）と

なりました。
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（２）当期の財政状態の概況

①資産の分析

流動資産は前連結会計年度末対比30億41百万円増加し、276億67百万円となりました。これは主として、現金及

び預金が16億34百万円、仕掛品が13億27百万円増加したことによります。

　固定資産は前連結会計年度末対比16億23百万円増加し、145億92百万円となりました。これは主として、投資有

価証券が10億58百万円、退職給付に係る資産が３億59百万円増加したことによります。

　この結果、資産合計は前連結会計年度末対比46億65百万円増加し、422億60百万円となりました。

②負債の分析

流動負債は前連結会計年度末対比19億25百万円増加し、95億24百万円となりました。これは主として、支払手

形及び買掛金が５億75百万円、前受金が13億40百万円増加したことによります。

　固定負債は前連結会計年度末対比３億72百万円増加し、10億８百万円となりました。これは主として、繰延税

金負債が３億71百万円増加したことによります。

　この結果、負債合計は前連結会計年度末対比22億98百万円増加し、105億33百万円となりました。

③純資産の分析

純資産合計は前連結会計年度末対比23億67百万円増加し、317億26百万円となりました。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末対比16億44百

万円増加し、101億10百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は

次のとおりであります。

　（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26億87百万円（前連結会計年度は32億46百万円の収入）となりました。これは主

として、税金等調整前当期純利益が16億94百万円、前受金の増加が12億37百万円、補助金の受取額が５億40百万円

あったものの、棚卸資産の増加が13億31百万円あっ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）

投資活動の結果使用した資金は６億88百万円（前連結会計年度は18億円の支出）となりました。これは主として、

定期預金の払戻による収入が21億78百万円あったものの、定期預金の預入による支出が20億88百万円、有形固定資

産の取得による支出が６億77百万円あったことによるものです。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は６億81百万円（前連結会計年度は５億43百万円の支出）となりました。これは配

当金の支払が５億42百万円あったことによるものです。
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（４）今後の見通し

現時点では、ＣＯＶＩＤ－１９の収束の時期は不透明ですが、中国等一部の国ではほぼ沈静化しています。また、

先進国を中心にワクチン接種が始まることを受けて、経済活動への影響を抑えた感染拡大の対策が取られ、企業活動

も昨年の「コロナパンデミック」から「Ｗｉｔｈ ＣＯＲＯＮＡ」の模索といった様相も呈するようになりました。

　こういった流れの中、多くの企業は、ＳＤＧｓ、脱炭素、５Ｇといったデジタル化、グリーン化を目的とするメガ

トレンドから生じるビジネスチャンスを掴むことに再びリソースを集中し始め、大手グローバルメーカーを中心に大

型設備投資や先端の設備投資のニーズが散見し始めています。

　当社グループでは、これらニーズに欠かせないアナログ技術が主力であることから、従来技術やノウハウによって

これらのニーズに応える一方、オープンイノベーションやコネクティングを駆使した「ブルーレイク戦略」によって

新たに創出されるニーズにも、スピーディーに対応できるトータル精密ＦＡラインを用いたシステムの構築を強化し、

既存領域の深化と周辺事業領域の探索を進めます。

　また、商談、仕様打合せ、完成確認、設置サポートなどのリモート化を進めることによって生産の効率化、製造コ

ストの削減などによる生産性及び競争力の向上を図ります。

　なお、セグメント別等のＣＯＶＩＤ－１９の影響については下記のとおりです。

　① ワインディングシステム＆メカトロニクス事業について

一部の国を除いて景気の不透明感が拭えず、新規の比較的多額となる開発型専用設備投資には慎重な姿勢も見

られますが、自動車の電動化、電子化、５ＧやＩоＴなどに関する設備投資の機運は高まり始めています。現在、

中国を除いた多くの地域で受注までの営業や仕様打合せを対面で行えなくなり、営業、受注活動はリモート等の

可能な手段を駆使して進めています。

　また、当社グループの主要事業は生産設備をほとんど持たないグループセル生産であり、生産面では、フレキ

シブルな工程対応が可能なためリソースの偏りといった生産工程の大きな支障はありません。一方、売上面では、

完成した設備の設置、セットアップを行うため日本から国外へ出張を要する場合があり、現在は可能な限り現地

の生産・サービス拠点のメンバーが行うことで対応していますが、今後はこれを標準化しＷｉｔｈ ＣＯＲＯＮＡ

体制を構築していきます。

　なお、輸出では、近時、海運を中心にロジスティクスの混乱、コンテナ不足などに起因する輸送費の高騰が生

じています。当社グループでは、設備受注の見積り時点で輸送費を算出、反映させていますが、実際の手配は設

備の仕上り状態などで日程が決まるため、価格転嫁の不足などが生じることがあります。顧客との交渉も行いま

すが、変動が不規則なため、世界的な輸送の安定が図られるまでは、顧客に流動的なことを理解いただいた内容

の受注条件にするなどの対応を進めています。

② 非接触ＩＣタグ・カード事業について

外出自粛の影響から堅調だったＩＣカードの需要は当連結会計年度末にかけて減少しました。国内消費は波が

ありますが、ＩＣカードの需要自体は継続しており、影響は、普及の後ろ倒しの範囲で納まるものと考えていま

す。

③ その他の影響について

本社、事業所、各拠点では感染症対策を適宜、導入し、取引先、従業員等の安全、安心の確保を優先して対処

を継続します。リモートを利用した打合せ、当社工場内にある製造した設備の顧客の遠隔検査、出荷地域の現地

要員によるセットアップの遠隔サポートの質の向上に努めています。

以上により次期の通期業績見通しといたしましては、売上高268億円（前期比21.6％増）、営業利益26億円

（前期比91.7％増）、経常利益26億円（前期比92.7％増）、親会社株主に帰属する当期純利益18億50百万円（前

期比48.3％増）を見込んでおります。
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２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社は、日本基準を適用して財務諸表を作成しています。ＩＦＲＳの任意適用につきましては、将来の適用に備え、

社内のマニュアルや指針等の整備並びに適用時期について検討を進め、適切に対応いたします。
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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 10,264,802 11,898,946

受取手形及び売掛金 6,534,039 6,458,612

電子記録債権 533,105 1,209,473

有価証券 200,055 －

仕掛品 4,808,056 6,135,827

原材料及び貯蔵品 1,197,689 1,230,593

その他 1,215,495 797,342

貸倒引当金 △127,656 △63,285

流動資産合計 24,625,586 27,667,511

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,828,497 5,015,361

機械装置及び運搬具（純額） 781,280 888,521

土地 2,812,027 2,812,027

その他（純額） 974,848 808,269

有形固定資産合計 9,396,653 9,524,179

無形固定資産

その他 193,670 167,430

無形固定資産合計 193,670 167,430

投資その他の資産

投資有価証券 2,204,366 3,263,241

退職給付に係る資産 － 359,077

保険積立金 839,653 1,065,884

繰延税金資産 26,216 35,039

その他 308,333 178,015

投資その他の資産合計 3,378,569 4,901,258

固定資産合計 12,968,892 14,592,867

資産合計 37,594,479 42,260,379
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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 1,464,017 2,039,134

電子記録債務 2,889,566 2,693,716

未払法人税等 91,071 247,722

前受金 1,535,796 2,876,228

賞与引当金 451,039 383,274

その他 1,167,897 1,284,904

流動負債合計 7,599,390 9,524,980

固定負債

繰延税金負債 31,283 403,228

退職給付に係る負債 134,382 －

その他 470,248 605,590

固定負債合計 635,914 1,008,819

負債合計 8,235,305 10,533,799

純資産の部

株主資本

資本金 6,884,928 6,884,928

資本剰余金 2,535,775 2,535,775

利益剰余金 19,187,343 19,892,876

自己株式 △25,668 △27,024

株主資本合計 28,582,379 29,286,556

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 469,184 1,167,744

為替換算調整勘定 122,522 661,606

退職給付に係る調整累計額 17,267 372,623

その他の包括利益累計額合計 608,974 2,201,974

非支配株主持分 167,820 238,048

純資産合計 29,359,174 31,726,579

負債純資産合計 37,594,479 42,260,379
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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 27,492,121 22,046,164

売上原価 20,498,225 16,743,292

売上総利益 6,993,896 5,302,871

販売費及び一般管理費 4,509,626 3,946,508

営業利益 2,484,270 1,356,362

営業外収益

受取配当金 48,554 40,835

保険解約益 － 68,010

その他 154,202 89,966

営業外収益合計 202,756 198,813

営業外費用

為替差損 － 104,171

固定資産除却損 6,061 31,567

関係会社整理損 － 31,652

その他 12,831 38,803

営業外費用合計 18,893 206,194

経常利益 2,668,133 1,348,981

特別利益

補助金収入 212,784 345,729

特別利益合計 212,784 345,729

特別損失

投資有価証券売却損 59,392 －

投資有価証券評価損 57,160 －

特別損失合計 116,553 －

税金等調整前当期純利益 2,764,364 1,694,710

法人税、住民税及び事業税 581,797 452,890

法人税等調整額 29,109 △45,645

法人税等合計 610,906 407,244

当期純利益 2,153,457 1,287,466

非支配株主に帰属する当期純利益 32,958 39,908

親会社株主に帰属する当期純利益 2,120,498 1,247,558
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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 2,153,457 1,287,466

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △125,526 698,560

為替換算調整勘定 △346,723 554,103

退職給付に係る調整額 △7,285 355,355

その他の包括利益合計 △479,536 1,608,019

包括利益 1,673,921 2,895,486

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,650,178 2,840,558

非支配株主に係る包括利益 23,742 54,927
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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 6,884,928 2,535,775 17,608,874 △25,341 27,004,236

当期変動額

剰余金の配当 △542,029 △542,029

親会社株主に帰属す

る当期純利益
2,120,498 2,120,498

自己株式の取得 △326 △326

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － 1,578,469 △326 1,578,142

当期末残高 6,884,928 2,535,775 19,187,343 △25,668 28,582,379

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 594,710 460,029 24,553 1,079,293 143,733 28,227,263

当期変動額

剰余金の配当 △542,029

親会社株主に帰属す

る当期純利益
2,120,498

自己株式の取得 △326

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△125,526 △337,507 △7,285 △470,319 24,087 △446,231

当期変動額合計 △125,526 △337,507 △7,285 △470,319 24,087 1,131,910

当期末残高 469,184 122,522 17,267 608,974 167,820 29,359,174
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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 6,884,928 2,535,775 19,187,343 △25,668 28,582,379

当期変動額

剰余金の配当 △542,025 △542,025

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,247,558 1,247,558

自己株式の取得 △1,355 △1,355

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － 705,532 △1,355 704,177

当期末残高 6,884,928 2,535,775 19,892,876 △27,024 29,286,556

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 469,184 122,522 17,267 608,974 167,820 29,359,174

当期変動額

剰余金の配当 △542,025

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,247,558

自己株式の取得 △1,355

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

698,560 539,084 355,355 1,593,000 70,227 1,663,228

当期変動額合計 698,560 539,084 355,355 1,593,000 70,227 2,367,405

当期末残高 1,167,744 661,606 372,623 2,201,974 238,048 31,726,579
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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 2,764,364 1,694,710

減価償却費 539,309 706,457

のれん償却額 3,769 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 90,168 △64,259

賞与引当金の増減額（△は減少） △81,790 △72,752

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 38,255 29,286

受取利息及び受取配当金 △75,737 △58,624

保険解約損益（△は益） － △68,010

補助金収入 △212,784 △345,729

関係会社整理損 － 31,652

固定資産除却損 6,061 31,567

投資有価証券売却損益（△は益） 59,392 －

投資有価証券評価損益（△は益） 57,160 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,961,559 △449,274

たな卸資産の増減額（△は増加） 870,909 △1,331,625

仕入債務の増減額（△は減少） △2,138,647 292,502

未収消費税等の増減額（△は増加） 208,457 251,863

前受金の増減額（△は減少） 253,748 1,237,791

その他 △21,772 503,738

小計 4,322,425 2,389,294

利息及び配当金の受取額 76,787 59,008

利息の支払額 △4,015 △6,740

法人税等の支払額 △1,176,264 △334,000

法人税等の還付額 9,311 39,412

補助金の受取額 17,799 540,714

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,246,042 2,687,688

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 △3,211,936 △2,088,311

定期預金の払戻による収入 3,770,338 2,178,906

有形固定資産の取得による支出 △2,562,844 △677,634

有形固定資産の売却による収入 7,115 14,529

無形固定資産の取得による支出 △29,758 △74,731

投資有価証券の取得による支出 △22,430 △209,494

投資有価証券の売却による収入 164,966 122,064

有価証券の償還による収入 200,158 200,000

保険積立金の積立による支出 △171,967 △361,339

保険積立金の払戻による収入 55,478 207,271

その他 △60 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,800,940 △688,739

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △326 △1,355

配当金の支払額 △542,113 △542,188

非支配株主からの払込みによる収入 － 15,300

その他 △1,305 △153,315

財務活動によるキャッシュ・フロー △543,745 △681,559

現金及び現金同等物に係る換算差額 △167,158 327,004

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 734,198 1,644,393

現金及び現金同等物の期首残高 7,731,896 8,466,094

現金及び現金同等物の期末残高 8,466,094 10,110,488
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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

(1) 報告セグメントの決定方法

当社グループ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情報が入手可能であり、取

締役会が、経営資源の配分に関する意思決定を行い、かつ、業績評価をするために、定期的に検討を行う対象と

なっているものです。

当社グループは、製品・サービス別のセグメントから構成されており、「ワインディングシステム＆メカトロ

ニクス事業」「非接触ＩＣタグ・カード事業」の２つを報告セグメントとしております。

(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

ワインディングシステム＆メカトロニクス事業セグメントは、巻線機、巻線システム及び周辺機器の製造、販

売及び保守サービスを行っております。非接触ＩＣタグ・カード事業セグメントは、ＩＣタグ・カード及びイン

レットの製造並びに販売を行っております。

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。

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

ワインディングシステム
＆メカトロニクス事業

非接触ＩＣタグ・カード
事業

売上高

外部顧客への売上高 26,087,189 1,404,932 27,492,121

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － －

計 26,087,189 1,404,932 27,492,121

セグメント利益 3,253,798 366,207 3,620,006

セグメント資産 24,369,001 1,618,033 25,987,035

その他の項目

　減価償却費 398,486 68,951 467,438

　有形固定資産及び
　無形固定資産の増加額

1,953,605 609,429 2,563,035
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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
合計

ワインディングシステム
＆メカトロニクス事業

非接触ＩＣタグ・カード
事業

売上高

外部顧客への売上高 20,071,443 1,974,720 22,046,164

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － －

計 20,071,443 1,974,720 22,046,164

セグメント利益 1,679,944 480,485 2,160,430

セグメント資産 28,121,784 1,636,467 29,758,252

その他の項目

　減価償却費 482,100 128,901 611,002

　有形固定資産及び
　無形固定資産の増加額

617,938 55,457 673,395

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)

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 3,620,006 2,160,430

全社費用（注） △1,135,735 △804,067

連結財務諸表の営業利益 2,484,270 1,356,362

(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 25,987,035 29,758,252

全社資産（注） 11,607,444 12,502,126

連結財務諸表の資産合計 37,594,479 42,260,379

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金並びに投資有価証券であります。

(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 467,438 611,002 71,870 95,454 539,309 706,457

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

2,563,035 673,395 252,454 244,600 2,815,489 917,996

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の設備関連であります。
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【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

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本 アジア アメリカ ヨーロッパ 全体

10,751,652 13,909,704 1,017,813 1,812,950 27,492,121

(注1) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(注2) なお、個別の製品輸出売上高は126億32百万円となっております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を

省略しております。

３ 主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ

ん。

当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本 アジア アメリカ ヨーロッパ 全体

10,382,054 8,574,686 908,823 2,180,599 22,046,164

(注1) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(注2) なお、個別の製品輸出売上高は71億56百万円となっております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を

省略しております。

３ 主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ

ん。

【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】

該当事項はありません。
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【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)

　 (単位：千円)

報告セグメント

全社・消去 合計ワインディングシス
テム＆メカトロニク

ス事業

非接触ＩＣ
タグ・カード事業

計

のれん
当期償却額

3,769 － 3,769 － 3,769

当期末残高 － － － － －

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負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

(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 1,615円68銭 1,742円86銭

１株当たり当期純利益 117円36銭 69円05銭

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきましては、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

　親会社株主に帰属する当期純利益 2,120,498千円 1,247,558千円

　普通株主に帰属しない金額 －千円 －千円

　普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 2,120,498千円 1,247,558千円

　普通株式の期中平均株式数 18,067,618株 18,067,451株

(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 5,365,494 5,411,327

受取手形 270,681 222,516

売掛金 5,598,781 5,048,620

電子記録債権 529,448 1,199,031

有価証券 200,055 －

仕掛品 3,639,050 4,629,400

原材料及び貯蔵品 773,377 685,434

未収消費税等 572,200 316,121

1年内回収予定の関係会社長期貸付金 － 55,355

その他 502,322 300,118

貸倒引当金 △113,980 △60,680

流動資産合計 17,337,433 17,807,246

固定資産

有形固定資産

建物 4,189,049 4,203,383

構築物 154,446 158,096

機械及び装置 493,914 553,471

車両運搬具 10,986 6,444

工具、器具及び備品 262,104 226,083

土地 2,552,247 2,550,790

建設仮勘定 243,611 134,486

有形固定資産合計 7,906,361 7,832,755

無形固定資産

ソフトウエア 63,392 89,747

その他 90,242 35,466

無形固定資産合計 153,635 125,214

投資その他の資産

投資有価証券 1,943,483 2,937,299

関係会社株式 677,520 650,601

関係会社出資金 787,497 1,568,267

関係会社長期貸付金 54,415 －

繰延税金資産 24,700 －

保険積立金 839,329 1,065,512

その他 220,699 102,452

投資その他の資産合計 4,547,646 6,324,133

固定資産合計 12,607,643 14,282,104

資産合計 29,945,076 32,089,350
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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 393,075 245,995

買掛金 874,401 1,396,716

電子記録債務 2,889,566 2,693,716

未払金 947,716 828,932

未払法人税等 － 148,076

前受金 766,005 1,659,665

賞与引当金 337,752 270,805

その他 262,267 431,155

流動負債合計 6,470,785 7,675,064

固定負債

長期未払金 194,261 194,261

退職給付引当金 153,486 182,489

繰延税金負債 － 134,793

その他 38,914 61,146

固定負債合計 386,661 572,690

負債合計 6,857,447 8,247,754

純資産の部

株主資本

資本金 6,884,928 6,884,928

資本剰余金

資本準備金 2,542,635 2,542,635

資本剰余金合計 2,542,635 2,542,635

利益剰余金

利益準備金 202,780 202,780

その他利益剰余金

別途積立金 2,200,000 2,200,000

繰越利益剰余金 10,813,768 10,916,527

利益剰余金合計 13,216,549 13,319,308

自己株式 △25,668 △27,024

株主資本合計 22,618,444 22,719,848

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 469,184 1,121,747

評価・換算差額等合計 469,184 1,121,747

純資産合計 23,087,629 23,841,595

負債純資産合計 29,945,076 32,089,350
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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 22,914,945 17,426,548

売上原価 17,708,007 14,027,993

売上総利益 5,206,937 3,398,554

販売費及び一般管理費 3,739,309 2,972,004

営業利益 1,467,628 426,550

営業外収益

受取利息及び配当金 41,065 37,640

保険解約益 － 68,010

その他 33,514 63,521

営業外収益合計 74,580 169,173

営業外費用

為替差損 10,962 －

減価償却費 4,011 15,709

固定資産除却損 5,503 28,530

関係会社整理損 － 13,490

その他 4,389 12,730

営業外費用合計 24,867 70,461

経常利益 1,517,341 525,261

特別利益

補助金収入 212,784 288,978

貸倒引当金戻入額 73,210 －

特別利益合計 285,994 288,978

特別損失

投資有価証券売却損 59,392 －

関係会社株式評価損 74,253 －

特別損失合計 133,646 －

税引前当期純利益 1,669,690 814,240

法人税、住民税及び事業税 324,297 263,457

法人税等調整額 24,155 △94,000

法人税等合計 348,452 169,456

当期純利益 1,321,237 644,784

　



ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社(6145) 2021年３月期 決算短信

20

（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

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 6,884,928 2,542,635 2,542,635 202,780 2,200,000 10,034,560 12,437,340

当期変動額

剰余金の配当 △542,029 △542,029

当期純利益 1,321,237 1,321,237

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － － － － 779,208 779,208

当期末残高 6,884,928 2,542,635 2,542,635 202,780 2,200,000 10,813,768 13,216,549

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 △25,341 21,839,563 613,829 613,829 22,453,392

当期変動額

剰余金の配当 △542,029 △542,029

当期純利益 1,321,237 1,321,237

自己株式の取得 △326 △326 △326

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△144,644 △144,644 △144,644

当期変動額合計 △326 778,881 △144,644 △144,644 634,236

当期末残高 △25,668 22,618,444 469,184 469,184 23,087,629
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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

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 6,884,928 2,542,635 2,542,635 202,780 2,200,000 10,813,768 13,216,549

当期変動額

剰余金の配当 △542,025 △542,025

当期純利益 644,784 644,784

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － － － － 102,758 102,758

当期末残高 6,884,928 2,542,635 2,542,635 202,780 2,200,000 10,916,527 13,319,308

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 △25,668 22,618,444 469,184 469,184 23,087,629

当期変動額

剰余金の配当 △542,025 △542,025

当期純利益 644,784 644,784

自己株式の取得 △1,355 △1,355 △1,355

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

652,563 652,563 652,563

当期変動額合計 △1,355 101,403 652,563 652,563 753,966

当期末残高 △27,024 22,719,848 1,121,747 1,121,747 23,841,595
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５．その他

（１）生産、受注及び販売の状況

当社グループ（当社及び当社の関係会社）の生産・販売品目は多種多様であり、同種の製品であっても、その容

量、構造、形式等は必ずしも一様ではなく、セグメントごとに生産規模及び受注規模を金額あるいは数量で示すこ

とが適当ではないと判断し、当社個別ベースの数字を示しております。

　このため、生産及び受注の状況については、「１．経営成績等の概況（１）当期の経営成績の概況」における各

セグメントの業績に関連づけて、当社個別ベースの数字で示しております。また、販売の状況については、「１．

経営成績等の概況（１）当期の経営成績の概況」における各セグメントの業績に同じく関連づけて、従来どおり連

結ベースの数字で示しております。

　


