
連結貸借対照表
（単位：百万円）

科　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） 増減額

資産の部
流動資産
　現金及び預金 15,679 16,143 464

　受取手形及び売掛金 11,904 9,081 △2,822

　商品及び製品 11,359 8,931 △2,427

　仕掛品 448 352 △95

　原材料及び貯蔵品 3,383 3,047 △336

　その他 1,279 2,230 950

　貸倒引当金 △11 △11 0 

流動資産合計 44,042 39,775 △4,266

固定資産
　有形固定資産
　　建物及び構築物 23,896 30,519 6,622

　　　減価償却累計額 △14,205 △14,477 △272

　　　建物及び構築物（純額） 9,691 16,041 6,350

　　機械装置及び運搬具 21,314 26,294 4,979

　　　減価償却累計額 △15,637 △17,046 △1,408

　　　機械装置及び運搬具（純額） 5,677 9,248 3,571

　　工具、器具及び備品 7,391 7,397 6

　　　減価償却累計額 △6,234 △6,414 △180

　　　工具、器具及び備品（純額） 1,156 983 △173

　　土地 1,195 1,143 △52

　　リース資産 17 4 △13

　　　減価償却累計額 △16 △0 15

　　　リース資産（純額） 1 3 1

　　使用権資産 545 682 136

　　　減価償却累計額 △216 △312 △95

　　　使用権資産（純額） 328 369 40

　　建設仮勘定 7,584 598 △6,986

有形固定資産合計 25,635 28,387 2,751

　無形固定資産
　　のれん 3,173 2,835 △338

　　商標権 969 866 △103

　　顧客関係資産 1,514 1,352 △161

　　ソフトウエア 2,248 2,132 △116

　　その他 764 530 △233

無形固定資産合計 8,670 7,716 △953

　投資その他の資産
　　投資有価証券 12,147 10,735 △1,412

　　退職給付に係る資産 － 252 252

　　繰延税金資産 514 462 △51

　　その他 661 589 △72

　　貸倒引当金 △11 △8 3

投資その他の資産合計 13,311 12,031 △1,280

固定資産合計 47,618 48,135 518

資産合計 91,660 87,911 △3,749

連結財務諸表
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（単位：百万円）

科　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） 増減額

負債の部

流動負債

　支払手形及び買掛金 2,476 1,374 △1,102

　短期借入金 43 3,694 3,651

　未払金 5,610 3,608 △2,002

　未払法人税等 555 290 △265

　賞与引当金 886 841 △45

　変動役員報酬引当金 74 54 △19

　返品調整引当金 177 481 303

　その他 1,915 1,954 39

流動負債合計 11,739 12,298 559

固定負債

　繰延税金負債 2,565 2,157 △408

　退職給付に係る負債 2,569 2,456 △112

　その他 1,334 1,285 △48

固定負債合計 6,468 5,899 △569

負債合計 18,208 18,198 △10

純資産の部

株主資本

　資本金 11,394 11,394 0 

　資本剰余金 11,013 11,013 △0

　利益剰余金 51,911 50,662 △1,249

　自己株式 △6,826 △6,826 △0

株主資本合計 67,494 66,245 △1,249

その他の包括利益累計額

　その他有価証券評価差額金 5,379 4,825 △553

　為替換算調整勘定 △5,542 △6,933 △1,391

　退職給付に係る調整累計額 △213 85 299

その他の包括利益累計額合計 △377 △2,023 △1,645

非支配株主持分 6,335 5,491 △843

純資産合計 73,452 69,713 △3,739

負債純資産合計 91,660 87,911 △3,749
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連結損益計算書
（単位：百万円）

科　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） 増減額

売上高 81,774 63,310 △18,464
売上原価 39,493 33,882 △5,611
売上総利益 42,280 29,427 △12,852

販売費及び一般管理費
　販売促進費 6,471 4,836 △1,634
　販売報奨金 1,567 1,366 △201
　広告宣伝費 4,725 3,416 △1,309
　運送費及び保管費 3,375 3,060 △315
　報酬及び給料手当 8,002 7,473 △529
　賞与引当金繰入額 696 648 △48
　退職給付費用 381 391 10
　減価償却費 1,540 1,409 △130
　のれん償却費 225 216 △8
　研究開発費 1,855 1,480 △374
　その他 7,469 5,922 △1,547
販売費及び一般管理費合計 36,310 30,221 △6,088

営業利益又は営業損失 5,970 △793 △6,764

営業外収益
　受取利息 243 199 △44
　受取配当金 142 131 △11
　持分法による投資利益 273 95 △178
　その他 194 212 18
営業外収益合計 853 638 △215

営業外費用
　支払利息 26 23 △2
　コミットメントフィー － 15 15
　売上割引 15 11 △3
　自己株式取得費用 30 0 △30
　支払補償費 19 34 15
　為替差損 0 13 12
　その他 27 20 △6
営業外費用合計 117 118 0

経常利益又は経常損失 6,706 △273 △6,980

特別利益
　固定資産売却益 16 1 △14
　投資有価証券売却益 95 1,791 1,696
特別利益合計 112 1,793 1,681

特別損失
　固定資産売却損 1 4 2
　固定資産除却損 17 291 274
　減損損失 － 2 2
　投資有価証券売却損 － 1 1
特別損失合計 19 299 279

税金等調整前当期純利益 6,799 1,221 △5,578
法人税、住民税及び事業税 1,719 777 △942
法人税等調整額 134 △280 △414
法人税等合計 1,854 496 △1,357
当期純利益 4,945 724 △4,221

非支配株主に帰属する当期純利益
又は非支配株主に帰属する当期純損失 499 △136 △635

親会社株主に帰属する当期純利益 4,445 860 △3,585
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連結包括利益計算書
（単位：百万円）

科　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） 増減額

当期純利益 4,945 724 △4,221

その他の包括利益

　その他有価証券評価差額金 △28 △553 △525

　為替換算調整勘定 529 △1,796 △2,325

　退職給付に係る調整額 △100 277 377

　持分法適用会社に対する持分相当額 △3 △44 △40

その他の包括利益合計 396 △2,117 △2,514

包括利益 5,342 △1,393 △6,736

（内訳）
　親会社株主に係る包括利益 4,688 △785 △5,474

　非支配株主に係る包括利益 653 △608 △1,261
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連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

当連結会計年度 （自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

株主資本 その他の包括利益累計額

非支配
株主持分

純資産
合計資本金 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

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 11,394 11,013 51,911 △6,826 67,494 5,379 △5,542 △213 △377 6,335 73,452

当期変動額

　剰余金の配当 △2,109 △2,109 △2,109

　親会社株主に帰属する
　当期純利益 860 860 860

　自己株式の取得 △0 △0 △0

　自己株式の処分 △0 0 0 0

　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） △553 △1,391 299 △1,645 △843 △2,489

当期変動額合計 － △0 △1,249 △0 △1,249 △553 △1,391 299 △1,645 △843 △3,739

当期末残高 11,394 11,013 50,662 △6,826 66,245 4,825 △6,933 85 △2,023 5,491 69,713

（単位：百万円）

前連結会計年度 （自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

株主資本 その他の包括利益累計額

非支配
株主持分

純資産
合計資本金 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

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 11,394 11,016 50,037 △1,828 70,620 5,407 △5,878 △148 △620 5,809 75,810

会計方針の変更による
累積的影響額 230 230 △44 △44 119 305

会計方針の変更を反映した
当期首残高 11,394 11,016 50,267 △1,828 70,850 5,407 △5,923 △148 △664 5,929 76,115

当期変動額

　剰余金の配当 △2,801 △2,801 △2,801

　親会社株主に帰属する
　当期純利益 4,445 4,445 4,445

　自己株式の取得 △5,000 △5,000 △5,000

　自己株式の処分 1 2 4 4

　非支配株主との取引に
　係る親会社の持分変動 △4 △0 △4 △4

　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） △28 380 △65 287 406 693

当期変動額合計 － △2 1,644 △4,997 △3,355 △28 380 △65 287 406 △2,662

当期末残高 11,394 11,013 51,911 △6,826 67,494 5,379 △5,542 △213 △377 6,335 73,452
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連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

科　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） 増減額

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 6,799 1,221 △5,578

　減価償却費 4,369 4,818 448

　のれん償却額 225 216 △8

　減損損失 － 2 2

　貸倒引当金の増減額（△は減少） △8 △4 4

　返品調整引当金の増減額（△は減少） △186 303 489

　賞与引当金の増減額（△は減少） △71 △45 26

　退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 314 212 △102

　受取利息及び受取配当金 △385 △330 55

　為替差損益（△は益） 154 △174 △328

　持分法による投資損益（△は益） △273 △95 178

　有形固定資産除却損 17 291 274

　投資有価証券売却損益（△は益） △95 △1,790 △1,694

　固定資産売却損益（△は益） △14 2 16

　売上債権の増減額（△は増加） △9 2,494 2,503

　たな卸資産の増減額（△は増加） △1,492 2,364 3,856

　仕入債務の増減額（△は減少） 345 △1,045 △1,390

　未払金の増減額（△は減少） △305 △1,128 △823

　その他 △409 △458 △49

小計 8,973 6,853 △2,120

　利息及び配当金の受取額 392 459 67

　利息の支払額 △26 △23 2

　法人税等の支払額 △2,402 △1,080 1,321

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,937 6,208 △728

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 △4,386 △3,346 1,039

　定期預金の払戻による収入 3,800 4,259 458

　有形固定資産の取得による支出 △8,386 △8,219 167

　無形固定資産の取得による支出 △1,082 △660 421

　投資有価証券の取得による支出 △31 △8 23

　投資有価証券の売却及び償還による収入 202 2,344 2,141

　その他 46 △49 △95

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,836 △5,680 4,155

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） △63 3,650 3,713

　自己株式の取得による支出 △5,000 △0 5,000

　リース債務の返済による支出 △170 △178 △8

　配当金の支払額 △2,802 △2,109 692

　非支配株主への配当金の支払額 △246 △235 10

　連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △24 － 24

　その他 － 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,307 1,125 9,433

現金及び現金同等物に係る換算差額 84 △270 △355

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11,122 1,383 12,505

現金及び現金同等物の期首残高 22,779 11,657 △11,122

現金及び現金同等物の期末残高 11,657 13,040 1,383
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