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(百万円未満切捨て)

１．2020年３月期の業績（2019年４月１日～2020年３月31日）

（１）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 ％

2020年３月期 37,487 8.2 3,745 22.9 3,769 22.7 2,580 25.9

2019年３月期 34,635 9.2 3,047 32.3 3,070 29.9 2,048 26.6

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 ％ ％ ％

2020年３月期 279.57 － 7.8 9.3 10.0

2019年３月期 222.14 － 6.5 8.1 8.8

(参考) 持分法投資損益 2020年３月期 －百万円 2019年３月期 －百万円

　

（２）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

2020年３月期 41,351 34,057 82.4 3,689.71

2019年３月期 39,300 32,247 82.1 3,496.96

(参考) 自己資本 2020年３月期 34,057百万円 2019年３月期 32,247百万円

（３）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

2020年３月期 3,360 △2,537 △757 8,962

2019年３月期 2,424 △779 △613 8,896

　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
純資産
配当率第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 ％ ％

2019年３月期 － 30.00 － 40.00 70.00 662 31.5 2.0

2020年３月期 － 40.00 － 45.00 85.00 804 30.4 2.4

2021年３月期(予想) － － － － － －
（注）2021年３月期の配当予想につきましては、未定とさせていただきます。今後配当予想が決定した時点で速やか
　 に開示いたします。

３．2021年３月期の業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）
　

　2021年３月期の業績予想につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う事業活動への影響が不透明であ
り、現時点において合理的な算定が困難であることから、未定といたしました。今後、業績予想の算定が可能とな
った時点で速やかに開示いたします。
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※ 注記事項

（１）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

（２）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) 2020年３月期 10,903,240 株 2019年３月期 10,903,240 株

② 期末自己株式数 2020年３月期 1,672,865 株 2019年３月期 1,681,542 株

③ 期中平均株式数 2020年３月期 9,228,600 株 2019年３月期 9,221,699 株
　

（注）期末自己株式数及び期中平均株式数の算定上控除する自己株式数には、「株式給付信託(BBT)」に係る

　 信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託Ｅ口)が保有する当社株式(2020年３月期

　 235,700株、2019年３月期 244,400株)が含まれております。

※ 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。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．３「１．経営成
績等の概況（４）今後の見通し」の記載事項をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当事業年度のわが国経済は、雇用環境の改善が続くなど、各種政策の効果も見られますが、米中貿易摩擦等によ

る海外情勢の不確実性や、１月下旬より感染が拡大している新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響等

により、先行きが見通せない状況となっております。

このような状況にあって当社は、豊富な製品を顧客に身近に感じて頂くため、数年前から本社ならびに主要な支

店・営業所のショールームを活用し、製品ＰＲを積極的に行って、受注獲得に向け注力してまいりました。これに

加え、主力製品である可動間仕切（マイティーウォール等）をはじめ、各種製品の販売強化を図るため、人材の教

育・育成を積極的に進めており、また福祉・厚生施設向けの固定間仕切（ドア製品等）やトイレブース製品の開発、

多能工教育による作図の標準化・自動処理化の充実にも取り組んでまいりました。販売活動においては、本社技術

者の同行営業に一層注力したことにより、設計指定額が堅調に推移しました。また、販売力強化を目的として教

育・研修カリキュラムを見直し、階層別に営業教育を充実させたことに加え、３ヶ月先行管理の徹底を図ったこと

により見積獲得額も好調に推移し、受注高にその効果が現れております。生産活動においては、従来から進めてき

た「見える化」のさらなる進展を図り、ＩoＴを駆使した生産性向上への取り組みを一層進めてまいりました。

経営成績につきましては、積極的な販売促進活動を進めるとともに、首都圏を中心とするオフィスビル・複合施

設の建設など需要が拡大していたこともあり、受注状況は好調であり、受注高は前事業年度と比較して4.8％増加の

368億87百万円となり、過去最高となりました。受注残高は前事業年度と比較して4.3％減の134億60百万円となりま

した。

売上高としては、官公庁向けでは学校・体育施設等の公共施設の売上が好調に推移し、民間向けではオフィス、

複合施設を中心に好調に推移したことにより、事業年度において過去最高となる374億87百万円となり、前事業年度

と比較して8.2％の増加となりました。

利益面につきましては、増収効果をはじめ、営業部門における個別工事案件ごとの適正な利益率の確保、生産部

門における生産性の向上、設計部門における多能工教育による作図の標準化・自動処理化及び経営の効率化を進め

たことにより、売上総利益率が前事業年度と同様の35.4％となりました。また、増収効果による販売費及び一般管

理費の比率の改善等により、営業利益は37億45百万円（前事業年度比22.9％増)、経常利益は37億69百万円(前事業

年度比22.7％増)、当期純利益は事業年度において過去最高の25億80百万円（前事業年度比25.9％増）となり、二期

連続して増収増益となりました。

なお、当事業年度の品目別の売上高、受注高及び受注残高の状況は以下のとおりです。

　

品目別売上高、受注高及び受注残高

（単位：百万円）

当事業年度

（自 2019年４月１日

至 2020年３月31日）

売上高 受注高 受注残高

品 目 金 額
前事業
年度比
(％)

金 額
前事業
年度比
(％)

金 額
前事業
年度比
(％)

可 動 間 仕 切 12,864 110.5 13,189 109.3 3,035 112.0

固 定 間 仕 切 8,917 112.4 8,448 104.6 4,036 89.6

トイレブース 7,285 107.1 7,159 103.9 2,342 94.9

移 動 間 仕 切 6,589 111.8 6,312 106.8 3,813 93.2

ロ ー 間 仕 切 619 93.8 629 95.4 73 116.1

そ の 他 1,210 71.4 1,148 72.4 159 72.0

合 計 37,487 108.2 36,887 104.8 13,460 95.7

　

（２）当期の財政状態の概況

資産、負債及び純資産の状況

当事業年度末における資産総額は413億51百万円となり、前事業年度末より20億51百万円の増加となりました。こ

れは主に、現金及び預金11億65百万円、電子記録債権４億45百万円等の増加等による流動資産の増加15億87百万円

及び投資その他の資産２億95百万円、有形固定資産97百万円等の増加による固定資産の増加４億64百万円によるも

のであります。

負債総額は72億94百万円となり、前事業年度末より２億41百万円の増加となりました。これは主に、流動負債

「その他」に含まれる未払消費税等２億93百万円等の増加と未払法人税等１億38百万円、未払金55百万円等の減少
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による流動負債の増加76百万円及び退職給付引当金１億32百万円等の増加による固定負債の増加１億65百万円によ

るものであります。

また、純資産につきましては、340億57百万円となり、前事業年度末より18億９百万円の増加となりました。これ

は主に、利益剰余金18億22百万円の増加によるものであります。

　

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

キャッシュ・フローの状況

当事業年度におけるキャッシュ・フローにつきましては、内部留保の充実を図りつつ、運転資金、設備投資、株

主還元等へ資金を充当しております。

その結果、当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は89億62百万円となり、前事業年

度末より65百万円増加いたしました。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あります。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により増加した資金は33億60百万円（前事業年度は24億24百万円の増加）となりました。これは主に、

税引前当期純利益37億39百万円の計上、減価償却費10億12百万円等による増加と、法人税等の支払額13億28百万

円等による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）

投資活動により減少した資金は25億37百万円（前事業年度は７億79百万円の減少）となりました。これは主に、

定期預金の預入及び払戻による純支出11億円、有形及び無形固定資産の取得による支出11億82百万円等による減

少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）

財務活動により減少した資金は７億57百万円（前事業年度は６億13百万円の減少）となりました。これは主に、

配当金の支払によるものであります。

　

キャッシュ・フロー関連指標の推移

第49期 第50期 第51期 第52期 第53期

2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期

自己資本比率(％) ８２．６ ８４．４ ８４．０ ８２．１ ８２．４

時価ベースの自己資本比率
(％)

４８．１ ４８．４ ７０．４ ４４．３ ４３．８

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

― ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

― ― ― ― ―

　

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

1．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。なお、控

　 除する自己株式数については、第50期より「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式を含めております。

2．当社は有利子負債及び利払いはありませんので、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・

　 カバレッジ・レシオについては記載しておりません。

　

（４）今後の見通し

今後の経済見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による消費の落ち込みや生産活動の停滞等、

その影響の予測が難しい状況となっており、経営環境は大きく変化するものと予想されます。

このような状況にあって当社は、お客様により近く、よりスピーディーに製品、サービスの提供をするため、顧

客ニーズに対応した営業活動を推進し、当社の特長である「設計指定活動」による受注活動を推し進め、受注から

設計、製造、販売、施工、サービスまでの「自社一貫システム」を活かして、より多くの製品を迅速に提供してま

いります。また、首都圏を中心とする都市再開発事業等が進行する中、新型コロナウイルス感染拡大による工事進

捗状況への影響は懸念されるものの、需要に対し着実に成果を上げるべく、人材の教育・育成を積極的に進め、更

なる経営の効率化を図り、業績の拡大に努めてまいります。
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次期の業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業活動への影響が不透明であり、現時点

において合理的な算定が困難であることから、未定といたしました。今後、業績予想の算定が可能となった時点で

速やかに開示いたします。

（５）新型コロナウイルス感染症に関するリスク情報

新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済活動の停滞によって、当社の受注機会が減少する可能性や、受注してい

る工事物件の進捗が滞る可能性があります。また、部材調達の遅延により、生産に影響を及ぼす可能性がありま

す。また、各都道府県の緊急事態宣言や指針に基づき、営業拠点では在宅勤務・交代勤務等を実施しているため、

事業活動への影響が出る可能性があります。

（６）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、株主の皆様へ利益還元を行うことが最も重要であると考えており、収益状況に対応した上で、株主還元

の充実を図り、安定配当を継続すること、また、その一方で、当社の持続的な成長のための成長投資に備えて、財

務体質の健全性を維持することを基本方針としております。これらは中長期的な企業価値の向上、安定配当を通じ

て、株主の皆様へ利益還元できるものと考えております。

　この基本方針に基づき、当事業年度の期末配当金につきましては、2020年４月30日に公表いたしました剰余金の

配当に関するお知らせのとおり、１株につき45円とさせていただく予定です。中間配当金は１株につき40円として

実施しておりますので、当事業年度の年間配当金は１株につき85円となる予定です。

　次期の配当につきましては、現時点において合理的な業績予想の算定が困難であることから未定とし、業績予想

の開示が可能となった段階で、配当予想につきましても速やかに公表いたします。

２．企業集団の状況

　2020年４月30日現在、当社は子会社及び関連会社を有していないため、企業集団の状況については記載を行って

おりません。

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

　当社は、間仕切の専門メーカーとして、ビルの高層化・建物の工期短縮という建設業界の要請に即して、受注か

ら設計、製造、販売、施工、サービスまでの「自社一貫システム」をもって、様々な新製品を社会に送り出し高い

評価を得てまいりました。今後においても当社の専門分野である間仕切製品を中心に、新製品の開発、サービスの

向上を通じて、着実な業容の拡大と安定した収益を継続して上げることにより、取引先・従業員・株主との共存共

栄を図って社会への一層の貢献を行うことを経営指針として活動してまいります。

（２）目標とする経営指標

当社が目標としている経営指標は、売上高経常利益率10％以上及び総資産経常利益率10％以上であります。これ

らは事業効率向上と株主価値の最大化を図るための資本効率の向上を目指したものであり、継続的に達成できる体

質を目指しております。当事業年度においても、徹底した自動化、工数低減、効率の高い設備投資等により一人当

たりの生産性を高めるとともに、創業時より採用している小分割独立採算制度により、従業員一人ひとりが常に利

益を意識した活動をしてまいりました。なお、業容拡大を見据えて数年来実施してきた人材確保及び設備投資が一

段落し、売上高経常利益率は10.1％（前事業年度比1.2ポイント上昇）、総資産経常利益率は9.3％（前事業年度比1

.2ポイント上昇）と改善いたしましたが、当社が掲げている経営指標を２期以上続けて達成できるように努めてま

いります。

　今後も目標達成に向けて諸施策を実施し、業績および株主価値の向上を図ってまいります。

（３）中長期的な会社の経営戦略

　今後の間仕切業界は、頻発する地震、大雨等の自然災害から、建物・建築物への関心が高まり、間仕切製品に対

する顧客ニーズも多様化、高度化することが考えられます。

　このような状況下において、当社事業の主力製品である可動間仕切と当社の強みである大型移動壁の受注、販売

に注力するとともに、間仕切関連製品であるドア製品等の固定間仕切、トイレブースにおいても顧客ニーズに対応

した製品を供給し、拡販してまいります。なお、当社の経営の基本方針である着実な業容拡大と安定した収益確保
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のために、以下のように計画を策定し実施してまいります。

①比較的納期の長い建設会社様から直接受注する直販と、比較的納期の短い代理店様経由で販売するルート販売の

　バランスを取りながら安定した売上を目指します。

②ここ数年来の従業員の採用により、世代交代が進行しておりますが、営業地域間の販売製品のバラつき、営業成

　績の格差等が発生しており、この解消を図るため、本社関連部門主催の各種研修会を開催し、製品知識、技術的

　知識、施工技術等の教育に注力してまいります。また、営業拠点につきましても、顧客サービス向上のため、新

　事務所への移転を計画しています。

③社内情報システムの再構築により、加賀工場をはじめとする既存工場の繁閑を最小限とするとともに、各種合理

　化により、生産体制の効率化、生産性の向上を図ります。

（４）会社の対処すべき課題

　当社では、収益重視の経営を基本とし、今後も収益確保に努め、業績拡大に取り組んでまいります。また、管理

体制面では、内部統制システムを一層強化するとともに、経営の公正性、透明性及び効率性を高め、コーポレー

ト・ガバナンスの充実・強化に努めてまいります。

４．会計基準の選択に関する基本的な考え方

現在、当社事業は日本国内に限定されていること、また、現時点での判断として、将来における海外での事業展開

及び国際的な資金調達の要否を考慮した結果、当面は日本基準を採用しますが、今後の資本市場の動向、株主をはじ

めとするステークホルダーの要請を考慮し、ＩＦＲＳ採用について適切に対応していく方針であります。
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５．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(2019年３月31日)

当事業年度
(2020年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,296 12,462

受取手形 2,416 2,241

売掛金 8,176 8,221

電子記録債権 2,145 2,591

有価証券 10 －

たな卸資産 708 741

前払費用 70 84

その他 27 98

貸倒引当金 △0 －

流動資産合計 24,853 26,440

固定資産

有形固定資産

建物 9,112 9,451

構築物 909 927

機械及び装置 6,562 6,736

車両運搬具 126 133

工具、器具及び備品 974 1,124

土地 4,663 4,646

建設仮勘定 1 212

減価償却累計額 △10,531 △11,314

有形固定資産合計 11,819 11,917

無形固定資産

ソフトウエア 389 460

その他 23 23

無形固定資産合計 412 484

投資その他の資産

投資有価証券 505 474

出資金 13 13

長期貸付金 5 5

破産更生債権等 18 8

長期前払費用 18 22

繰延税金資産 747 799

その他 914 1,193

貸倒引当金 △10 △7

投資その他の資産合計 2,214 2,509

固定資産合計 14,447 14,911

資産合計 39,300 41,351
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(単位：百万円)

前事業年度
(2019年３月31日)

当事業年度
(2020年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,013 1,962

未払金 1,092 1,036

未払費用 155 160

未払法人税等 840 702

前受金 62 90

預り金 23 24

賞与引当金 1,100 1,095

その他 208 502

流動負債合計 5,497 5,573

固定負債

退職給付引当金 1,265 1,398

役員退職慰労引当金 86 86

役員株式給付引当金 121 136

その他 79 97

固定負債合計 1,554 1,720

負債合計 7,052 7,294

純資産の部

株主資本

資本金 3,099 3,099

資本剰余金

資本準備金 3,031 3,031

その他資本剰余金 3 3

資本剰余金合計 3,035 3,035

利益剰余金

利益準備金 301 301

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 253 252

別途積立金 14,986 14,986

繰越利益剰余金 13,187 15,011

利益剰余金合計 28,729 30,551

自己株式 △2,688 △2,674

株主資本合計 32,176 34,012

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 71 44

評価・換算差額等合計 71 44

純資産合計 32,247 34,057

負債純資産合計 39,300 41,351
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（２）損益計算書

(単位：百万円)
前事業年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当事業年度
(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

売上高 34,635 37,487

売上原価

製品期首たな卸高 73 72

当期製品製造原価 13,399 14,550

工事材料費 3,010 3,041

工事労務費 1,395 1,454

工事経費 4,645 5,288

合計 22,523 24,407

他勘定振替高 81 104

製品期末たな卸高 72 77

売上原価合計 22,369 24,225

売上総利益 12,265 13,262

販売費及び一般管理費 9,218 9,516

営業利益 3,047 3,745

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 11 10

受取手数料 5 5

受取保険金 2 0

受取家賃 23 23

その他 5 7

営業外収益合計 48 47

営業外費用

売上割引 24 23

その他 0 －

営業外費用合計 24 23

経常利益 3,070 3,769

特別利益

固定資産売却益 0 －

投資有価証券売却益 2 0

特別利益合計 2 0

特別損失

固定資産除却損 4 0

減損損失 － 28

投資有価証券売却損 0 0

投資有価証券評価損 － 1

特別損失合計 4 30

税引前当期純利益 3,069 3,739

法人税、住民税及び事業税 1,141 1,198

法人税等調整額 △120 △39

法人税等合計 1,020 1,159

当期純利益 2,048 2,580
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

評価

・換算

差額等

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

資本

準備金

その他資

本剰余金

利益

準備金

その他利益剰余金

特別償却

準備金

固定資産

圧縮

積立金

別途

積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高 3,099 3,031 3 301 8 254 14,986 11,745 △2,688 30,742 130

当期変動額

剰余金の配当 △615 △615

当期純利益 2,048 2,048

特別償却準備金の取崩 △8 8 －

固定資産圧縮積立金の

取崩
△0 0 －

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
△59

当期変動額合計 － － － － △8 △0 － 1,442 △0 1,433 △59

当期末残高 3,099 3,031 3 301 － 253 14,986 13,187 △2,688 32,176 71

当事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

評価

・換算

差額等

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

資本

準備金

その他資

本剰余金

利益

準備金

その他利益剰余金

固定資産

圧縮

積立金

別途

積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高 3,099 3,031 3 301 253 14,986 13,187 △2,688 32,176 71

当期変動額

剰余金の配当 △757 △757

当期純利益 2,580 2,580

固定資産圧縮積立金の

取崩
△0 0 －

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 14 14

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
△27

当期変動額合計 － － － － △0 － 1,823 13 1,836 △27

当期末残高 3,099 3,031 3 301 252 14,986 15,011 △2,674 34,012 44

決算短信（宝印刷） 2020年04月30日 11時23分 11ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）

小松ウオール工業(株)（7949）2020年3月期決算短信(非連結)

-  9  -



（４）キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前事業年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当事業年度
(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 3,069 3,739

減価償却費 1,054 1,012

減損損失 － 28

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △2

受取利息及び受取配当金 △11 △11

売上債権の増減額（△は増加） △1,619 △305

たな卸資産の増減額（△は増加） △102 △32

仕入債務の増減額（△は減少） 315 △51

退職給付引当金の増減額（△は減少） 133 132

役員株式給付引当金の増減額（△は減少） 48 14

その他 358 154

小計 3,245 4,678

利息及び配当金の受取額 11 11

法人税等の支払額 △832 △1,328

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,424 3,360

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 △4,800 △7,500

定期預金の払戻による収入 4,400 6,400

有形固定資産の取得による支出 △232 △962

有形固定資産の売却による収入 0 －

無形固定資産の取得による支出 △124 △220

その他 △22 △254

投資活動によるキャッシュ・フロー △779 △2,537

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 △0 △0

配当金の支払額 △613 △757

財務活動によるキャッシュ・フロー △613 △757

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,031 65

現金及び現金同等物の期首残高 7,865 8,896

現金及び現金同等物の期末残高 8,896 8,962
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（５）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。

　

(重要な会計方針)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法に

より算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 製品及び仕掛品

個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

(2) 原材料

移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

(3) 貯蔵品

最終仕入原価法

３ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附

属設備及び構築物については定額法

主な耐用年数は以下のとおり

建物 ８～50年

構築物 ７～50年

機械及び装置 10年

車両運搬具 ４～５年

工具、器具及び備品 ２～15年

(2) 無形固定資産(ソフトウエア)

利用可能期間(５年)に基づく定額法

４ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期

間定額基準によっております。
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② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(５年)による定額法により費用

処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(５年)によ

る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく期末要支給額を計上しております。

なお、2009年６月25日開催の第42期定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止し、当該総会

終結時に在任する取締役及び監査役に対し、制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を打ち切り支給

することといたしました。これに伴い、当該総会終結時以降については新たな引当金の繰入はありません。

(5) 役員株式給付引当金

役員株式給付規定に基づく役員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込

額に基づき計上しております。

５ 収益及び費用の計上基準

工事契約の計上基準

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)

６ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。

７ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
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(未適用の会計基準等)

・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年３月30日)

　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日)

(1) 概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会

計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおい

てはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12

月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関す

る包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合

性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを

出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目があ

る場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

(2) 適用予定日

2022年３月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

(追加情報)

株式給付信託（BBT）

当社は、取締役（監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除きます。）及び執行役員（以下、「取締役等」

といいます。）の報酬と、当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の

増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役等に対する株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board

Benefit Trust））」を導入しております。

(1) 取引の概要

本制度は、当社取締役会が定める「役員株式給付規定」に従って、当社の取締役等に対して、その役位や業績達

成度等に応じて付与されるポイントに基づき、当社株式を給付する仕組みであります。なお、取締役等が当社株式

の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時としております。

取締役等に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分

別管理するものとしております。

本制度に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取

扱い」（実務対応報告第30号 平成27年３月26日）に準じて、総額法を適用しております。

(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随する費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己

株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度393百万円及び244,400株、当事

業年度379百万円及び235,700株であります。
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(貸借対照表関係)

１ たな卸資産の内訳

　

前事業年度
(2019年３月31日)

当事業年度
(2020年３月31日)

製品 72百万円 77百万円

仕掛品 264 〃 268 〃

原材料及び貯蔵品 371 〃 394 〃

２ 期末日満期手形及び電子記録債権

期末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

なお、前事業年度の末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び電子記録債権を満期日に決済が

行われたものとして処理しております。

前事業年度
(2019年３月31日)

当事業年度
(2020年３月31日)

受取手形 188 百万円 － 百万円

電子記録債権 79 〃 － 〃

(損益計算書関係)

１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損(洗替法による戻入額相殺後の

額)が売上原価に含まれております。

前事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

売上原価に含まれている
たな卸資産評価損

△1百万円 0百万円

２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

前事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

荷造運搬費 934百万円 1,028百万円

給料手当及び賞与 3,577 〃 3,662 〃

退職給付費用 247 〃 286 〃

賞与引当金繰入額 598 〃 594 〃

役員株式給付引当金繰入額 48　〃 44　〃

減価償却費 402 〃 405 〃

貸倒引当金繰入額 0 〃 △0 〃

３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。

前事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

297百万円 291百万円
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４ 減損損失

前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

　該当事項はありません。

当事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

　当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類
金額

(百万円)

松山営業所
(愛媛県松山市)

事務所・倉庫
土地 17

建物等 10

当社は、営業拠点については事業所別に、製造拠点については関連する工場を一体として、遊休資産については

当該資産単独で資産のグルーピングを行っております。

上記の資産グループについては、当事業年度において、事業所移転による資産の処分の意思決定を行ったことか

ら、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(28百万円)として特別損失に計上しました。

なお、上記の資産グループの回収可能価額は、固定資産税評価額等を基礎とした正味売却価額により評価してお

ります。
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
当事業年度期首

株式数(株)
増加株式数(株) 減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

発行済株式 普通株式 10,903,240 － － 10,903,240

自己株式 普通株式 1,681,541 1 － 1,681,542

(注) １ 普通株式の自己株式数の当事業年度末株式数には、「株式給付信託(BBT)」に係る信託財産として、資産管

理サービス信託銀行株式会社(信託Ｅ口)が保有する当社株式244,400株を含めております。

２ 普通株式の自己株式の増加１株は、単元未満株式の買取による増加であります。

２ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

2018年６月26日
定時株主総会

普通株式 331 35.00 2018年３月31日 2018年６月27日

2018年10月23日
取締役会

普通株式 283 30.00 2018年９月30日 2018年11月26日

(注) １ 2018年６月26日定時株主総会決議に基づく配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」に係る信託財産とし

て、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託Ｅ口)が保有する当社株式に対する配当金８百万円が含まれて

おります。

２ 2018年10月23日取締役会決議に基づく配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」に係る信託財産として、

資産管理サービス信託銀行株式会社(信託Ｅ口)が保有する当社株式に対する配当金７百万円が含まれており

ます。

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2019年６月27日
定時株主総会

普通株式 378 利益剰余金 40.00 2019年３月31日 2019年６月28日

(注) 2019年６月27日定時株主総会決議に基づく配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」に係る信託財産として、

資産管理サービス信託銀行株式会社(信託Ｅ口)が保有する当社株式に対する配当金９百万円が含まれておりま

す。

当事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
当事業年度期首

株式数(株)
増加株式数(株) 減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

発行済株式 普通株式 10,903,240 － － 10,903,240

自己株式 普通株式 1,681,542 23 8,700 1,672,865

(注) １ 普通株式の自己株式数の当事業年度末株式数には、「株式給付信託(BBT)」に係る信託財産として、資産管

理サービス信託銀行株式会社(信託Ｅ口)が保有する当社株式235,700株を含めております。

２ 普通株式の自己株式の増加23株は、単元未満株式の買取による増加であります。

また、普通株式の自己株式の減少8,700株は、「株式給付信託(BBT)」からの給付による減少であります。
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２ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

2019年６月27日
定時株主総会

普通株式 378 40.00 2019年３月31日 2019年６月28日

2019年10月23日
取締役会

普通株式 378 40.00 2019年９月30日 2019年11月25日

(注) １ 2019年６月27日定時株主総会決議に基づく配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」に係る信託財産とし

て、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託Ｅ口)が保有する当社株式に対する配当金９百万円が含まれて

おります。

２ 2019年10月23日取締役会決議に基づく配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」に係る信託財産として、

資産管理サービス信託銀行株式会社(信託Ｅ口)が保有する当社株式に対する配当金９百万円が含まれており

ます。

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議予定 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2020年６月25日
定時株主総会

普通株式 425 利益剰余金 45.00 2020年３月31日 2020年６月26日

(注) 2020年６月25日定時株主総会決議に基づく配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」に係る信託財産として、

資産管理サービス信託銀行株式会社(信託Ｅ口)が保有する当社株式に対する配当金10百万円が含まれておりま

す。

(キャッシュ・フロー計算書関係)

１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　 (百万円)

前事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

現金及び預金勘定 11,296 12,462

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △2,400 △3,500

現金及び現金同等物 8,896 8,962
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(有価証券関係)

１ その他有価証券

前事業年度(2019年３月31日）

種類
貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 155 63 91

債券 ― ― ―

その他 37 17 20

小計 192 80 112

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 202 211 △8

債券 ― ― ―

その他 0 0 △0

小計 203 211 △8

合計 396 292 103

当事業年度(2020年３月31日）

種類
貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 123 62 61

債券 ― ― ―

その他 34 17 16

小計 157 79 78

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 195 209 △13

債券 ― ― ―

その他 0 0 △0

小計 196 210 △13

合計 353 289 64
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２ 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

種類
売却額
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

株式 6 2 0

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

合計 6 2 0

当事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

種類
売却額
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

株式 1 0 0

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

合計 1 0 0

３ 減損処理を行った有価証券

前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

　当事業年度において、有価証券について１百万円（その他有価証券の株式１百万円）減損処理を行っております。

(有価証券の減損処理に係る合理的な基準について)

有価証券の減損にあたっては、事業年度末における時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合には「著しく下落

した」ものとし、50％以上下落したものについては減損処理を行っております。また、30％以上50％未満下落したも

のについては、時価の推移及び発行会社の財政状態等を勘案して回復可能性を判断し、回復する見込みがあると認め

られる場合を除き減損処理を行っております。

(デリバティブ取引関係)

前事業年度(2019年３月31日)及び当事業年度(2020年３月31日)

当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
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(退職給付関係)

１ 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度、確定拠出型の制度として企業型確定拠出年金制度を設けてお

ります。

　

２ 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

前事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

退職給付債務の期首残高 1,299百万円 1,406百万円

勤務費用 103 〃 105 〃

数理計算上の差異の発生額 13 〃 16 〃

退職給付の支払額 △9 〃 △12 〃

退職給付債務の期末残高 1,406 〃 1,515 〃

　

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)及び当事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月

31日)

該当事項はありません。

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

前事業年度
（2019年３月31日)

当事業年度
（2020年３月31日)

非積立型制度の退職給付債務 1,406百万円 1,515百万円

年金資産 － 〃 － 〃

未積立退職給付債務 1,406 〃 1,515 〃

未認識数理計算上の差異 △140 〃 △117 〃

退職給付引当金 1,265 〃 1,398 〃

　

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

前事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

勤務費用 103百万円 105百万円

数理計算上の差異の費用処理額 40 〃 39 〃

確定給付制度に係る退職給付費用 143 〃 144 〃

　

(5) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)

前事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

割引率 0.0％ 0.0％

予想昇給率 2017年４月１日を基準日と
して算定した年齢別昇給指
数を使用しております。

2017年４月１日を基準日と
して算定した年齢別昇給指
数を使用しております。

　

３ 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は前事業年度288百万円、当事業年度366百万円であります。
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(ストック・オプション等関係)

前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)及び当事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

該当事項はありません。

(税効果会計関係)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度
(2019年３月31日)

当事業年度
(2020年３月31日)

繰延税金資産

未払事業税 50百万円 46百万円

賞与引当金 335 〃 333 〃

未払法定福利費 47 〃 47 〃

退職給付引当金 386 〃 426 〃

役員退職慰労引当金 26 〃 26 〃

役員株式給付引当金 37 〃 41 〃

減損損失 102 〃 109 〃

その他 43 〃 47 〃

繰延税金資産小計 1,029 〃 1,079 〃

評価性引当額 △139 〃 △149 〃

繰延税金資産合計 890 〃 929 〃

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △111 〃 △110 〃

その他有価証券評価差額金 △31 〃 △19 〃

繰延税金負債合計 △142 〃 △130 〃

繰延税金資産の純額 747 〃 799 〃

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

前事業年度
(2019年３月31日)

当事業年度
(2020年３月31日)

法定実効税率 30.5 ％ 30.5 ％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.1 〃 0.9 〃

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.0 〃 △0.0 〃

住民税均等割等 1.8 〃 1.5 〃

試験研究費等の税額控除 △0.6 〃 △0.6 〃

　所得拡大促進税制による税額控除 －　〃 △1.6　〃

評価性引当額の増減 0.4 〃 0.3 〃

その他 0.0 〃 0.0 〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 33.2 〃 31.0 〃
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(企業結合等関係)

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】

前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

当社は、間仕切製品の製造、販売及び施工並びにこれら付帯業務の単一セグメントであるため、記載を省略して

おります。

当事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

当社は、間仕切製品の製造、販売及び施工並びにこれら付帯業務の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】

前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

(単位：百万円)

可動間仕切 固定間仕切
トイレ
ブース

移動間仕切 ロー間仕切 その他 合計

外部顧客への売上高 11,647 7,933 6,805 5,893 661 1,694 34,635

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、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、記載を省略しております。

当事業年度(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

(単位：百万円)

可動間仕切 固定間仕切
トイレ
ブース

移動間仕切 ロー間仕切 その他 合計

外部顧客への売上高 12,864 8,917 7,285 6,589 619 1,210 37,487

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、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、記載を省略しております。
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【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】

前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

　該当事項はありません。

当事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

当社は、間仕切製品の製造、販売及び施工並びにこれら付帯業務の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のれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)及び当事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31

日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)及び当事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31

日)

該当事項はありません。

(持分法損益等)

前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)及び当事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

１ 関連会社に関する事項

当社は、関連会社を有していないため、該当事項はありません。

２ 開示対象特別目的会社に関する事項

当社は、開示対象特別目的会社を有していないため、該当事項はありません。

(関連当事者情報)

前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)及び当事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

１株当たり純資産額 3,496円96銭 3,689円71銭

１株当たり当期純利益金額 222円14銭 279円57銭

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ 株主資本において自己株式として計上されている「株式給付信託(BBT)」に残存する自社の株式は、１株当

たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、1株

当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。

１株当たり当期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前事業年度244,400株、

当事業年度237,489株であり、１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、前事

業年度244,400株、当事業年度235,700株であります。

３ 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
前事業年度

(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(百万円) 2,048 2,580

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る当期純利益(百万円) 2,048 2,580

普通株式の期中平均株式数(株) 9,221,699 9,228,600

４ 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。

項目
前事業年度末

(2019年３月31日)
当事業年度末

(2020年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 32,247 34,057

純資産の部の合計額から控除する金額
(百万円)

－ －

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 32,247 34,057

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(株)

9,221,698 9,230,375

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(開示の省略)

リース取引関係、金融商品関係、資産除去債務関係、賃貸等不動産関係に関する注記事項については、決算短信に

おける開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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６．その他

（１）役員の異動

１．取締役の異動（2020年６月25日付予定）

(1)新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

ひろせ のりお

廣 瀬 紀 夫 （現 執行役員 生産本部副本部長）

あや ゆきお

綾 由 紀 夫 （現 執行役員 販売部長）

はちや としお

蜂 谷 俊 雄 （現 金沢工業大学建築学部教授）

　 なお、蜂谷俊雄氏は社外取締役候補者です。

(2)退任取締役

万 仲 秀 和 （現 取締役常務執行役員 生産本部長）

山 口 徹 （現 取締役監査等委員）

２．執行役員の異動（2020年６月25日付予定）

やまだ しんいち

常務執行役員 営業本部長 山 田 新 一 （現 執行役員 営業本部長）

かのう しんや

常務執行役員
企画本部長
兼 販売企画部長

加 納 慎 也 （現 執行役員
企画本部長
兼 販売企画部長

）

ひろせ のりお

執行役員 生産本部長 廣 瀬 紀 夫 （現 執行役員 生産本部副本部長）

あや ゆきお

執行役員 技術本部長 綾 由 紀 夫 （現 執行役員 販売部長）

詳細は、2020年４月30日付の「役員の異動及び組織変更に関するお知らせ」をご覧ください。

（２）その他

該当事項はありません。
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