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1. 2020年3月期の連結業績（2019年4月1日～2020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 ％

2020年3月期 15,859 △1.2 228 ― 140 ― 116 ―

2019年3月期 16,044 9.5 △58 ― △147 ― △306 ―

（注）包括利益 2020年3月期　　33百万円 （―％） 2019年3月期　　△447百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

2020年3月期 115.76 ― 6.1 1.6 1.4

2019年3月期 △305.25 ― △14.5 △1.8 △0.4

（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) 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

2020年3月期 9,431 1,930 20.5 1,922.07

2019年3月期 8,324 1,897 22.8 1,888.93

（参考） 自己資本 2020年3月期 1,929百万円 2019年3月期 1,896百万円

(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

2020年3月期 198 △280 129 1,535

2019年3月期 △102 △290 396 1,504

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 ％ ％

2019年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

2020年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

2021年3月期(予想) ― 0.00 ― ― ― ―

※2021年３月期期末配当予想については、未定です。

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

　 2021年３月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、現段階において合理的に算定することが困難であると判断

し、未定としております。今後、業績予想の算定が可能となった段階で速やかに開示いたします。



※ 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） 2020年3月期 1,017,179 株 2019年3月期 1,017,179 株

② 期末自己株式数 2020年3月期 12,642 株 2019年3月期 12,392 株

③ 期中平均株式数 2020年3月期 1,004,631 株 2019年3月期 1,004,805 株

（参考）個別業績の概要

2020年3月期の個別業績（2019年4月1日～2020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 ％

2020年3月期 7,579 △6.9 132 ― 244 321.3 199 333.9

2019年3月期 8,142 21.3 △81 ― 58 ― 45 ―

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

2020年3月期 198.50 ―

2019年3月期 45.74 ―

(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

2020年3月期 6,911 1,768 25.6 1,760.93

2019年3月期 6,227 1,573 25.3 1,565.98

（参考） 自己資本 2020年3月期 1,768百万円 2019年3月期 1,573百万円

※ 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

（将来に関する記述等についてのご注意）

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３ページ「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わが国経済は、海外では米中貿易摩擦の影響による世界経済の減速傾向が継続する中、国

内は消費税増税や台風被害等の自然災害による生産・販売の下振れにより企業収益や国内生産は輸出を中心に一時的

な足踏み感を残したものの、雇用者所得の堅調な拡大、個人消費の緩やかな増加等、景気は緩やかに回復をしており

ました。しかしながら、2020年初頭から発生した新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、全世界にて経

済活動が抑制されており、足下で景気は非常に強く下押しされ、景気の先行きについては厳しい状況が続くと見込ま

れております。

このような状況の中、当社グループは、前向きな投資戦略、新規分野への参入、国内外の体制を再整備し、利益率

の改善及び合理化の実行による業績向上をめざしてまいりました。

その結果、売上は、158億59百万円（前年連結会計年度160億44百万円）と減収となりましたが、利益面では、売上

総利益率の改善と経費削減効果等により、営業利益２億28百万円（前連結会計年度損失58百万円）と大幅増益、経常

利益におきましても営業外費用で為替差損等が発生しましたが、１億40百万円（前連結会計年度損失１億47百万円）

と前年度比較大幅改善、また特別利益で移転補償金が発生し親会社株主に帰属する当期純利益１億16百万円（前連結

会計年度損失３億６百万円）の大幅増益確保となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。なお、文中の各セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高を

含んでおりません。

（合成樹脂成形関連事業）

売上高は、135億83百万円（前連結会計年度125億96百万円）の増収となり、利益面では、利益率改善及び経費削減

効果等により営業利益１億23百万円（前連結会計年度損失１億38百万円）と大幅増益となりました。

（物流機器関連事業）

競合他社との価格競争が続く中、受注拡大に努め積極的な営業活動を展開してまいりましたが、売上高は、大口

顧客の大幅売上減収により22億76百万円（前連結会計年度34億47百万円）となりました。利益面では利益率改善効果

等により営業利益１億４百万円（前連結会計年度利益79百万円）の増益になりました。

（２）当期の財政状態の概況

（資産の状況）

資産合計は94億31百万円となり、前連結会計年度末と比べ11億６百万円増加しました。これは主に、受取手形及び

売掛金８億81百万円増加、電子記録債権２億35百万円増加したことによるものです。

（負債の状況）

負債合計は75億円となり、前連結会計年度末と比べ10億73百万円増加しました。これは主に、支払手形及び買掛

金が８億45百万円増加、長期借入金が１億42百万円増加したことによるものです。

（純資産の状況）

純資産合計は19億30百万円となり、前連結会計年度末と比べ32百万円増加しました。これは主に、利益剰余金が

１億16百万円増加、為替換算調整勘定が41百万円減少したことによるものです。

（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の期末残高は、前連結会計年度末に比べ31百万円増加し、15億35百

万円となりました。

（営業活動によるキャッシュフローの状況）

営業活動の結果得られた資金は、１億98百万円となりました。これは主に、減価償却費２億69百万円の計上と、売

上債権の増加で11億20百万円、仕入債務の増加９億26百万円によるものです。

（投資活動によるキャッシュフローの状況）

投資活動の結果支出した資金は、２億80百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出３億14

百万円、投資有価証券の売却による収入34百万円によるものです。
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（財務活動によるキャッシュフローの状況）

財務活動の結果得られた資金は、１億29百万円となりました。これは主に、短期および長期借入金の借入、返済に

よるものです。

（４）今後の見通し

今後の見通しにつきましては、我が国や世界各国で実施されている新型コロナウイルス感染症防止対策の収束の見

通しが立たず、今後の影響額についても、厳しい経済状態が続くものと想定され先行き不透明な状況であるため、当

社の連結業績予想は未定としております。今後、合理的な見積りが可能となった時点で、改めて速やかに公表致しま

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、当面は日本基準で連結財務諸

表を作成する方針であります。

なお、国際会計基準の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応する方針であります。
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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
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,506,735 1,538,180

受取手形及び売掛金 2,398,758 3,280,394

電子記録債権 577,437 813,208

商品及び製品 589,395 596,581

仕掛品 162,048 162,589

原材料及び貯蔵品 330,572 359,621

その他 128,329 126,527

流動資産合計 5,693,277 6,877,102

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,896,611 1,894,744

減価償却累計額 △1,552,135 △1,593,175

建物及び構築物（純額） 344,476 301,569

機械装置及び運搬具 3,138,343 3,286,485

減価償却累計額 △2,630,556 △2,731,792

機械装置及び運搬具（純額） 507,787 554,692

土地 1,282,846 1,282,846

リース資産 214,251 191,250

減価償却累計額 △107,067 △116,753

リース資産（純額） 107,183 74,496

建設仮勘定 6,547 4,369

その他 639,738 681,148

減価償却累計額 △571,452 △594,754

その他（純額） 68,285 86,393

有形固定資産合計 2,317,126 2,304,368

無形固定資産

のれん 73,610 36,805

リース資産 6,572 4,558

その他 23,233 22,967

無形固定資産合計 103,416 64,331

投資その他の資産

投資有価証券 47,423 30,691

その他 166,140 157,362

貸倒引当金 △2,830 △2,830

投資その他の資産合計 210,733 185,224

固定資産合計 2,631,277 2,553,924

資産合計 8,324,554 9,431,027
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,935,885 2,781,204

電子記録債務 326,171 400,867

短期借入金 1,576,536 1,602,234

リース債務 41,235 30,272

未払法人税等 29,491 55,616

賞与引当金 26,858 27,828

その他 395,445 373,866

流動負債合計 4,331,624 5,271,891

固定負債

長期借入金 1,750,821 1,893,535

リース債務 101,390 71,123

繰延税金負債 52,032 48,704

退職給付に係る負債 173,441 193,943

その他 17,274 21,044

固定負債合計 2,094,961 2,228,350

負債合計 6,426,585 7,500,241

純資産の部

株主資本

資本金 927,623 927,623

資本剰余金 763,504 763,504

利益剰余金 180,648 296,943

自己株式 △23,029 △23,204

株主資本合計 1,848,747 1,964,868

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △915 △3,781

繰延ヘッジ損益 △105 △1,048

為替換算調整勘定 39,930 △2,059

退職給付に係る調整累計額 9,293 △28,139

その他の包括利益累計額合計 48,201 △35,028

非支配株主持分 1,019 945

純資産合計 1,897,969 1,930,785

負債純資産合計 8,324,554 9,431,027
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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 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

売上高 16,044,393 15,859,657

売上原価 14,190,831 13,894,108

売上総利益 1,853,561 1,965,548

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 376,863 272,667

役員報酬 121,053 101,714

給料及び賞与 608,887 620,694

賞与引当金繰入額 16,710 17,470

退職給付費用 48,563 36,682

法定福利及び厚生費 112,745 110,107

旅費及び交通費 90,704 78,658

賃借料 96,059 86,126

減価償却費 24,486 22,396

その他 415,793 390,374

販売費及び一般管理費合計 1,911,868 1,736,893

営業利益又は営業損失（△） △58,306 228,654

営業外収益

受取利息 7,623 8,099

受取配当金 390 489

受取手数料 6,247 7,182

受取賃貸料 60 20

その他 17,150 10,145

営業外収益合計 31,471 25,937

営業外費用

支払利息 57,089 60,555

債権売却損 11,866 6,564

為替差損 41,993 41,234

その他 10,131 6,221

営業外費用合計 121,080 114,576

経常利益又は経常損失（△） △147,915 140,015
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

特別利益

固定資産売却益 1,768 6,294

投資有価証券売却益 - 4,584

移転補償金 - 40,237

特別利益合計 1,768 51,116

特別損失

減損損失 110,649 -

固定資産処分損 203 2,381

投資有価証券評価損 - 3,149

過年度外国消費税等 11,913 -

特別損失合計 122,766 5,530

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△268,913 185,601

法人税、住民税及び事業税 39,287 72,989

法人税等調整額 △1,692 △3,776

法人税等合計 37,595 69,212

当期純利益又は当期純損失（△） △306,509 116,388

非支配株主に帰属する当期純利益 207 93

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（△）

△306,716 116,295
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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 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△） △306,509 116,388

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,800 △2,865

繰延ヘッジ損益 112 △942

為替換算調整勘定 △137,606 △41,998

退職給付に係る調整額 607 △37,432

その他の包括利益合計 △140,686 △83,239

包括利益 △447,196 33,149

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △447,323 33,065

非支配株主に係る包括利益 127 84
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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 2018年４月１日 至 2019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 927,623 763,504 487,364 △23,002 2,155,490

当期変動額

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（△）

△306,716 △306,716

自己株式の取得 △27 △27

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 △306,716 △26 △306,742

当期末残高 927,623 763,504 180,648 △23,029 1,848,747

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
繰延ヘッジ損益

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 2,884 △218 177,457 8,685 188,809 1,044 2,345,344

当期変動額

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（△）

△306,716

自己株式の取得 △27

自己株式の処分 0

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△3,800 112 △137,527 607 △140,607 △24 △140,632

当期変動額合計 △3,800 112 △137,527 607 △140,607 △24 △447,375

当期末残高 △915 △105 39,930 9,293 48,201 1,019 1,897,969
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当連結会計年度(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 927,623 763,504 180,648 △23,029 1,848,747

当期変動額

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（△）

116,295 116,295

自己株式の取得 △175 △175

自己株式の処分 -

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 116,295 △175 116,120

当期末残高 927,623 763,504 296,943 △23,204 1,964,868

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
繰延ヘッジ損益

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 △915 △105 39,930 9,293 48,201 1,019 1,897,969

当期変動額

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（△）

116,295

自己株式の取得 △175

自己株式の処分 -

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△2,865 △942 △41,989 △37,432 △83,230 △73 △83,303

当期変動額合計 △2,865 △942 △41,989 △37,432 △83,230 △73 32,816

当期末残高 △3,781 △1,048 △2,059 △28,139 △35,028 945 1,930,785
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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 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(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

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

△268,913 185,601

減価償却費 292,598 269,118

減損損失 110,649 -

のれん償却額 36,805 36,805

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 16,498 △16,604

賞与引当金の増減額（△は減少） 851 970

受取利息及び受取配当金 △8,013 △8,589

支払利息 57,089 60,555

為替差損益（△は益） △1,346 143

固定資産処分損益（△は益） 203 2,381

固定資産売却損益（△は益） △1,768 △6,294

投資有価証券売却損益（△は益） - △4,584

投資有価証券評価損益（△は益） - 3,149

移転補償金 - △40,237

売上債権の増減額（△は増加） △12,666 △1,120,086

たな卸資産の増減額（△は増加） △126,085 △51,114

仕入債務の増減額（△は減少） △157,258 926,850

未払消費税等の増減額（△は減少） 34,246 33,325

その他 2,503 △7,433

小計 △24,606 263,956

利息及び配当金の受取額 8,013 8,589

利息の支払額 △57,436 △62,177

法人税等の支払額 △28,769 △63,192

法人税等の還付額 2 △0

移転補償金の受取額 - 51,081

営業活動によるキャッシュ・フロー △102,796 198,257

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 - △4,200

定期預金の払戻による収入 66,882 4,200

投資有価証券の取得による支出 △1,117 △18,359

投資有価証券の売却による収入 - 34,062

有形固定資産の取得による支出 △374,756 △314,835

有形固定資産の売却による収入 1,795 16,473

無形固定資産の取得による支出 △9,531 △8,837

投資その他の資産の増減額（△は増加） 173 -

貸付金の回収による収入 7,344 7,344

その他 18,291 3,707

投資活動によるキャッシュ・フロー △290,919 △280,446
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

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） 346,093 △18,129

長期借入金の返済による支出 △461,821 △671,606

長期借入れによる収入 546,909 859,996

自己株式の取得による支出 △27 △175

自己株式の売却による収入 0 -

リース債務の返済による支出 △34,904 △40,909

非支配株主への配当金の支払額 △152 △157

財務活動によるキャッシュ・フロー 396,097 129,017

現金及び現金同等物に係る換算差額 △36,457 △15,385

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △34,076 31,444

現金及び現金同等物の期首残高 1,538,362 1,504,285

現金及び現金同等物の期末残高 1,504,285 1,535,730
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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

⑴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諸表が入手可能であり、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。

　当社グループの報告セグメントの区分方法は、製品の種類、性質、製造方法を考慮し、「合成樹脂成形関連事

業」、「物流機器関連事業」の２つを報告セグメントとしております。

⑵各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

「合成樹脂成形関連事業」は、ＯＡ機器部品・セールスプロモーション製品・住設機器・自動車用品・アミュ

ーズメント関連部品・情報通信関連用品・家電部品等の製造販売をしております。

　「物流機器関連事業」は、物流機器（コンビテナー）等の製造販売をしております。

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。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高及び振替高は取引高の

実績及び製品種別の利益率を用いて算定した理論値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 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

(単位：千円)

報告セグメント
調整額

連結財務諸表
計上額合成樹脂成形

関連事業
物流機器
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 12,596,576 3,447,817 16,044,393 ─ 16,044,393

セグメント間の内部
売上高又は振替高

115,956 405 116,361 △116,361 ─

計 12,712,532 3,448,222 16,160,754 △116,361 16,044,393

セグメント利益又は
損失（△）

△138,147 79,840 △58,306 ─ △58,306

セグメント資産 6,576,178 1,211,822 7,788,001 536,553 8,324,554

セグメント負債 2,757,097 719,673 3,476,771 2,949,751 6,426,522

その他の項目

減価償却費 272,204 20,393 292,598 ─ 292,598

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

431,794 14,306 446,101 ─ 446,101

(注) １. セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業損失と一致しております。

２. 調整額は以下のとおりであります。

　⑴セグメント資産の調整額536,553千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に現

金・預金、投資有価証券、会員権等であります。

　⑵セグメント負債の調整額2,949,751千円は、主に短期借入金、長期借入金、退職給付に係る負債でありま

す。
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当連結会計年度(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
調整額

連結財務諸表
計上額合成樹脂成形

関連事業
物流機器
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 13,583,200 2,276,456 15,859,657 ─ 15,859,657

セグメント間の内部
売上高又は振替高

158,911 1,004 159,915 △159,915 ─

計 13,742,111 2,277,461 16,019,572 △159,915 15,859,657

セグメント利益又 123,712 104,942 228,654 ─ 228,654

セグメント資産 7,690,895 1,104,147 8,795,043 635,984 9,431,027

セグメント負債 3,588,531 536,467 4,124,999 3,375,242 7,500,241

その他の項目

減価償却費 251,151 17,967 269,118 ─ 269,118

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

293,239 7,384 300,623 ─ 300,623

(注) １. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２. 調整額は以下のとおりであります。

　⑴セグメント資産の調整額 635,984千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に現

金・預金、投資有価証券、会員権等であります。

　⑵セグメント負債の調整額 3,375,242千円は、主に短期借入金、長期借入金、退職給付に係る負債であり

ます。

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

　１株当たり純資産額 1,888円93銭 1,922円07銭

　１株当たり当期純利益又は
　損失（△）

△305円25銭 115円76銭

　潜在株式調整後
　１株当たり当期純利益

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。

潜在株式が存在しないため記載しており
ません。

(注)１.当社は、2018年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。
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　 ２.１株当たり当期純損失の算定上の基礎

前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

　親会社株主に帰属する当期純利益又は
　損失（△）

△306,716千円 116,295千円

　普通株主に帰属しない金額 ― ―

　普通株式に係る親会社株主に帰属する
　当期純利益又は損失（△）

△306,716千円 116,295千円

　普通株式の期中平均株式数 1,004千株 1,004千株

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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