
2021 年４月 28 日 

各  位 

会 社 名  株式会社デンソー 

代表者名  取締役社長 有馬 浩二 

（コード番号6902 東･名証第１部） 

問合せ先  経理部長   篠田 吉正          

（TEL．0566 – 61 - 7910） 

 

上場廃止となった子会社(ジェコー株式会社)の決算開示について 

 

 2021 年３月 30 日付で上場廃止となりましたジェコー株式会社の 2021 年３月期決算短信を別紙

の通りお知らせいたします。 

 

以上 
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2021 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 
2021 年 4 月 28 日

会 社 名 ジェコー株式会社   

Ｕ Ｒ Ｌ https://www.jeco.co.jp  

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 杉浦 さとし 

問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役経理管理部長 (氏名) 葛巻 貞行 (TEL)048(556)7111

定時株主総会開催予定日 2021 年 6 月 24 日 配当支払開始予定日 － 

有価証券報告書提出予定日 －   

決算補足説明資料作成の有無 ：無 

決算説明会開催の有無 ：無 
（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 25,206 △2.8 △272 － △217 － △63 －

2020 年 3 月期 25,940 △5.6 16 △97.4 124 △81.8 △368 －

（注） 包括利益       2021年 3月期  126百万円（ －％）  2020年 3月期  △587百万円（ －％）

 
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 △44.74 － △0.5 △1.1 △1.1
2020 年 3 月期 △229.24 － △2.6 0.6 0.1

（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 19,349 13,359 69.0 9,485.57
2020 年 3 月期 19,518 13,261 67.9 9,415.10

（参考）自己資本       2021 年 3 月期  13,359 百万円    2020 年 3 月期  13,261 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 1,318 △1,702 △74 3,101
2020 年 3 月期 1,625 △2,798 △966 3,544

 
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 － 10.00 40.00 64 － 0.4

2021 年 3 月期 － 10.00 － － 10.00 14 － 0.1
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※ 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 1,675,805 株 2020 年 3 月期 1,675,805 株

② 期末自己株式数 2021 年 3 月期 267,423 株 2020 年 3 月期 267,253 株

③ 期中平均株式数 2021 年 3 月期 1,408,437 株 2020 年 3 月期 1,607,022 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 24,285 △0.8 △223 － △20 － 95 －
2020 年 3 月期 24,474 △0.2 △107 － 114 △71.6 △313 －

 

 
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 67.58 －  
2020 年 3 月期 △195.16 －  

 
（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 17,402 12,225 70.3 8,680.68
2020 年 3 月期 17,433 12,070 69.2 8,569.57

（参考）自己資本       2021 年 3 月期  12,225 百万円    2020 年 3 月期  12,070 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。 

 

※ 当社は、2021 年 2月 5日開催の臨時株主総会において、2020 年 12月 7日に株式会社デンソーと締結した
株式交換契約の承認を受け、2021 年 3月 30 日をもって上場廃止となりました。 
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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 964,224 958,756

受取手形及び売掛金 3,914,935 4,201,472

商品及び製品 355,634 402,641

仕掛品 517,502 508,978

原材料及び貯蔵品 1,677,766 1,692,650

前渡金 53,942 62,241

関係会社預け金 2,579,962 2,143,067

その他 108,124 31,007

流動資産合計 10,172,092 10,000,815

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 6,160,598 6,470,335

減価償却累計額 △4,317,840 △4,422,425

建物及び構築物（純額） 1,842,757 2,047,909

機械装置及び運搬具 13,972,472 15,466,529

減価償却累計額 △10,077,224 △10,821,722

機械装置及び運搬具（純額） 3,895,248 4,644,807

工具、器具及び備品 8,898,131 9,030,445

減価償却累計額 △8,520,687 △8,662,813

工具、器具及び備品（純額） 377,444 367,632

土地 88,037 88,037

リース資産 142,128 127,512

減価償却累計額 △14,715 △9,209

リース資産（純額） 127,413 118,303

使用権資産 69,485 226,790

減価償却累計額 △34,742 △67,265

使用権資産（純額） 34,742 159,524

建設仮勘定 2,020,199 695,237

有形固定資産合計 8,385,842 8,121,451

無形固定資産 

ソフトウエア 92,424 82,758

ソフトウエア仮勘定 14,647 －

施設利用権 3,000 2,912

無形固定資産合計 110,071 85,671

投資その他の資産 

投資有価証券 460,795 585,167

退職給付に係る資産 290,053 439,436

繰延税金資産 44,079 65,111

その他 55,696 52,295

投資その他の資産合計 850,623 1,142,010

固定資産合計 9,346,538 9,349,133

資産合計 19,518,630 19,349,949
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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 2,115,811 2,329,059

リース債務 48,200 40,249

未払金 721,918 493,096

未払費用 860,478 844,345

未払法人税等 81,519 17,567

未払消費税等 113,254 210,217

役員賞与引当金 15,633 16,100

製品保証引当金 18,727 14,490

設備関係支払手形 223,982 71,234

その他 24,280 24,144

流動負債合計 4,223,805 4,060,505

固定負債 

リース債務 131,597 257,939

繰延税金負債 245,571 48,358

役員退職慰労引当金 111,940 104,474

退職給付に係る負債 1,417,690 1,390,364

資産除去債務 125,968 128,598

その他 392 392

固定負債合計 2,033,161 1,930,127

負債合計 6,256,967 5,990,633

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,563,777 1,563,777

資本剰余金 2,198,186 2,198,186

利益剰余金 10,175,782 10,084,586

自己株式 △813,758 △814,256

株主資本合計 13,123,988 13,032,294

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 182,627 271,133

為替換算調整勘定 △17,441 △1,572

退職給付に係る調整累計額 △27,510 57,460

その他の包括利益累計額合計 137,675 327,021

純資産合計 13,261,663 13,359,316

負債純資産合計 19,518,630 19,349,949
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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 25,940,005 25,206,655

売上原価 24,456,606 24,117,263

売上総利益 1,483,398 1,089,392

販売費及び一般管理費 1,466,998 1,361,828

営業利益又は営業損失（△） 16,399 △272,435

営業外収益 

受取利息 1,675 891

受取配当金 14,242 15,004

受取手数料 4,603 4,049

固定資産売却益 113,743 893

作業くず売却益 7,729 6,238

為替差益 － 1,482

雇用調整助成金 － 35,700

その他 26,465 21,724

営業外収益合計 168,461 85,985

営業外費用 

支払利息 1,426 1,326

自己株式取得費用 22,791 －

為替差損 13,126 －

固定資産売却損 1,057 2,452

固定資産廃棄損 9,595 10,686

減価償却費 6,563 6,550

租税公課 3,099 996

その他 2,572 9,004

営業外費用合計 60,233 31,016

経常利益又は経常損失（△） 124,626 △217,466

特別利益 

関係会社清算益 82,287 －

特別利益合計 82,287 －

特別損失 

減損損失 － 15,773

経営統合関係費用 － 90,769

特別損失合計 － 106,543

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損

失（△） 
206,914 △324,010

法人税、住民税及び事業税 120,980 24,732

法人税等調整額 454,333 △285,716

法人税等合計 575,314 △260,983

当期純損失（△） △368,400 △63,026

非支配株主に帰属する当期純利益 － －

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △368,400 △63,026
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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 △368,400 △63,026

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 △34,977 88,506

為替換算調整勘定 △32,933 15,869

退職給付に係る調整額 △151,202 84,970

その他の包括利益合計 △219,113 189,346

包括利益 △587,513 126,320

（内訳） 

親会社株主に係る包括利益 △587,513 126,320

非支配株主に係る包括利益 － －
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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 1,563,777 2,198,186 10,677,507 △37,661 14,401,810

当期変動額   

剰余金の配当  △133,325  △133,325

親会社株主に帰属する

当期純損失（△） 
 △368,400  △368,400

自己株式の取得  △776,097 △776,097

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
  

当期変動額合計 － － △501,725 △776,097 △1,277,822

当期末残高 1,563,777 2,198,186 10,175,782 △813,758 13,123,988

 

 その他の包括利益累計額 

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 217,605 15,491 123,692 356,788 14,758,599 

当期変動額   

剰余金の配当  △133,325 

親会社株主に帰属する

当期純損失（△） 
 △368,400 

自己株式の取得  △776,097 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
△34,977 △32,933 △151,202 △219,113 △219,113 

当期変動額合計 △34,977 △32,933 △151,202 △219,113 △1,496,935 

当期末残高 182,627 △17,441 △27,510 137,675 13,261,663 
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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 1,563,777 2,198,186 10,175,782 △813,758 13,123,988

当期変動額   

剰余金の配当  △28,169  △28,169

親会社株主に帰属する

当期純損失（△） 
 △63,026  △63,026

自己株式の取得  △497 △497

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
  

当期変動額合計 － － △91,195 △497 △91,693

当期末残高 1,563,777 2,198,186 10,084,586 △814,256 13,032,294

 

 その他の包括利益累計額 

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 182,627 △17,441 △27,510 137,675 13,261,663 

当期変動額   

剰余金の配当  △28,169 

親会社株主に帰属する

当期純損失（△） 
 △63,026 

自己株式の取得  △497 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
88,506 15,869 84,970 189,346 189,346 

当期変動額合計 88,506 15,869 84,970 189,346 97,652 

当期末残高 271,133 △1,572 57,460 327,021 13,359,316 
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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 206,914 △324,010

減価償却費 1,645,400 1,737,906

減損損失 － 15,773

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,267 467

製品保証引当金の増減額（△は減少） △9,217 △4,237

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 51,270 △7,466

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 39,912 △8,131

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △77,425 △51,743

受取利息及び受取配当金 △15,918 △15,896

支払利息 1,426 1,326

有形固定資産売却損益（△は益） △112,685 1,558

有形固定資産除却損 7,241 10,686

関係会社清算損益（△は益） △82,287 －

売上債権の増減額（△は増加） 140,916 △283,036

たな卸資産の増減額（△は増加） △74,115 △44,848

その他の流動資産の増減額（△は増加） 12,262 2,709

仕入債務の増減額（△は減少） △196,056 210,410

未払金の増減額（△は減少） 40,119 74,341

未払費用の増減額（△は減少） △21,417 △16,103

未払消費税等の増減額（△は減少） 104,287 96,962

その他の流動負債の増減額（△は減少） △9,296 △11,721

その他 28,020 △9,077

小計 1,675,085 1,375,869

利息及び配当金の受取額 15,918 15,896

利息の支払額 △1,426 △1,326

法人税等の支払額 △63,943 △71,671

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,625,634 1,318,767

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得による支出 △2,969,348 △1,747,868

有形固定資産の売却による収入 93,403 61,293

ソフトウエアの取得による支出 △66,171 △18,028

関係会社の清算による収入 141,936 －

その他 1,486 2,001

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,798,692 △1,702,602

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 △798,888 △497

配当金の支払額 △133,346 △28,449

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △34,471 △45,547

財務活動によるキャッシュ・フロー △966,706 △74,494

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,905 15,967

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,154,670 △442,362

現金及び現金同等物の期首残高 5,698,856 3,544,186

現金及び現金同等物の期末残高 3,544,186 3,101,823
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（５）連結財務諸表に関する注記事項 

（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情報が入手可能であり、意思

決定機関において、経営資源の配分の決定およ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、表示系製品およびセンサ系製品を中心とした自動車部品の専門メーカーであり、国内

においては当社、連結子会社１社、海外においてはアジア地域（フィリピン）に設立した連結子会社１社

が、生産・販売を担当しております。 

 現地法人は独立した経営単位であり、当該地域において事業活動を展開しております。したがって、当

社グループは、製造・販売を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「アジア」の

２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 

 報告セグメントの利益は、営業利益の数値であります。セグメント間の内部売上高又は振替高は市場価

格に基づいております。 

 

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 調整額 

連結 

財務諸表 

計上額  日本 アジア 

売上高   

外部顧客への売上高 24,251,067 1,688,937 25,940,005 － 25,940,005 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
428,797 46,010 474,808 △474,808 － 

計 24,679,865 1,734,948 26,414,813 △474,808 25,940,005 

セグメント利益 △27,085 24,458 △2,627 19,026 16,399 

セグメント資産 18,883,296 1,457,037 20,340,334 △821,704 19,518,630 

セグメント負債 6,548,525 216,218 6,764,744 △507,777 6,256,967 

その他の項目   

減価償却費 1,531,726 113,673 1,645,400 － 1,645,400 

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
2,839,340 34,594 2,923,934 － 2,923,934 
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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 調整額 

連結 

財務諸表 

計上額  日本 アジア 

売上高   

外部顧客への売上高 24,018,773 1,187,882 25,206,655 － 25,206,655 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
429,777 20,645 450,423 △450,423 － 

計 24,448,550 1,208,528 25,657,079 △450,423 25,206,655 

セグメント利益 △209,026 △62,978 △272,004 △431 △272,435 

セグメント資産 19,223,372 1,347,851 20,571,223 △1,221,273 19,349,949 

セグメント負債 6,694,383 333,297 7,027,681 △1,037,047 5,990,633 

その他の項目   

減価償却費 1,629,996 107,909 1,737,906 － 1,737,906 

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
1,124,732 14,812 1,139,544 － 1,139,544 

 

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 26,414,813 25,657,079

セグメント間取引消去 △474,808 △450,423

連結財務諸表の売上高 25,940,005 25,206,655

 

（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 △2,627 △272,004

セグメント間取引消去等 19,026 △431

連結財務諸表の営業利益又は営業損失（△） 16,399 △272,435

 

（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 20,340,334 20,571,223

債権の相殺消去 △732,655 △1,012,808

その他の調整額 △89,048 △208,465

連結財務諸表の資産合計 19,518,630 19,349,949

 

（単位：千円） 

負債 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 6,764,744 7,027,681

債務の相殺消去 △732,655 △1,012,808

その他の調整額 224,878 △24,239

連結財務諸表の負債合計 6,256,967 5,990,633
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                                                                                 （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 1,645,400 1,737,906 － － 1,645,400 1,737,906

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額 
2,923,934 1,139,544 － － 2,923,934 1,139,544

 

【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 

 単一の製品・サービスの区分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．地域ごとの情報 

(1）売上高 

（単位：千円） 

日本 アジア 合計 

24,251,067 1,688,937 25,940,005

（注）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。 

 

(2）有形固定資産 

（単位：千円） 

日本 アジア 合計 

8,106,138 279,703 8,385,842

 

３．主要な顧客ごとの情報 

（単位：千円） 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント 

（株）デンソー 20,051,343  日本 

トヨタ自動車（株） 3,507,121  日本 

 

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 

 単一の製品・サービスの区分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．地域ごとの情報 

(1）売上高 

（単位：千円） 

日本 アジア 合計 

24,018,773 1,187,882 25,206,655

（注）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。 

 

(2）有形固定資産 

（単位：千円）どらふと 

日本 アジア 合計 

7,779,070 342,381 8,121,451
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３．主要な顧客ごとの情報 

（単位：千円） 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント 

（株）デンソー 20,452,015  日本 

トヨタ自動車（株） 3,055,891  日本 

 

 

【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） 

（単位：千円）

 日本 アジア 合計 

減損損失 15,773 － 15,773

 

【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） 

 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） 

 

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（円） 9,415.10 9,485.57 

１株当たり当期純損失（△）（円） △229.24 △44.74 

 （注）１．前連結会計年度および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、１株当たり当期

純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 

    ２．１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前連結会計年度 

(自 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損失（△）（千

円） 
△368,400 △63,026 

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

損失（△）（千円） 
△368,400 △63,026 

期中平均株式数（千株） 1,607 1,408 

 

 


