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(百万円未満切捨て)
１．2022年３月期の連結業績（2021年４月１日～2022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 ％

2022年３月期 9,007 60.2 687 459.3 699 406.7 531 355.7

2021年３月期 5,623 3.1 122 45.3 137 61.0 116 75.2
(注) 包括利益 2022年３月期 562百万円( 183.1％) 2021年３月期 198百万円( 495.6％)
　

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 ％ ％ ％

2022年３月期 104.68 - 16.3 11.8 7.6

2021年３月期 22.97 - 4.0 2.7 2.2
(参考) 持分法投資損益 2022年３月期 -百万円 2021年３月期 △1百万円
　

　

（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

2022年３月期 6,559 3,529 53.8 694.95

2021年３月期 5,275 3,002 56.9 591.12
(参考) 自己資本 2022年３月期 3,529百万円 2021年３月期 3,002百万円
　

　

（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

2022年３月期 243 181 △256 1,150

2021年３月期 207 △8 △57 982
　

　

　

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 ％ ％

2021年３月期 - 0.00 - 7.00 7.00 35 30.5 1.2

2022年３月期 - 0.00 - 7.00 7.00 35 6.7 1.0

2023年３月期(予想) - 0.00 - 7.00 7.00 17.7
　

　

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023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) 3,828 0.9 131 △19.4 140 △18.4 97 △27.9 19.16

通 期 7,656 △15.0 274 △60.1 286 △59.1 200 △62.3 39.4

　　



※ 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 ： 有

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) 2022年３月期 5,090,000株 2021年３月期 5,090,000株

② 期末自己株式数 2022年３月期 11,264株 2021年３月期 11,264株

③ 期中平均株式数 2022年３月期 5,078,736株 2021年３月期 5,078,736株
　

　

(参考) 個別業績の概要
１．2022年３月期の個別業績（2021年４月１日～2022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 ％

2022年３月期 8,589 65.0 664 550.3 682 445.9 520 379.7

2021年３月期 5,206 4.0 102 47.5 125 45.5 108 75.9
　

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

2022年３月期 102.55 -

2021年３月期 21.38 -
　

　

（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

2022年３月期 6,075 3,158 52.0 621.97

2021年３月期 4,769 2,642 55.4 520.27

(参考) 自己資本 2022年３月期 3,158百万円 2021年３月期 2,642百万円
　

　

　

２．2023年３月期の個別業績予想（2022年４月１日～2023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) 3,600 0.8 131 △19.9 91 △29.6 17.97

通 期 7,200 △16.2 268 △60.6 188 △63.8 37.16
　

　

※ 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
断する一定の前提条件に基づいており、実際の業績等は様々な要因によって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あたっての注意事項については、添付資料２ページの「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当社グループの業績は、売上高9,007百万円（前年同期比60.2％増）、営業利益687百万

円（前年同期比459.3％増）、経常利益699百万円（前年同期比406.7％増）、親会社株主に帰属する当期純利益531

百万円（前年同期比355.7％増）となりました。

新型コロナウイルス感染症による影響や半導体需給バランスの悪化など先行き不透明な状況が続いておりますが、

ＣＯ２排出規制の厳格化に伴うガソリン車からＥＶへの置換え、自動運転技術の進展による半導体利用の拡大、IoT

利用の進展に伴うデータセンター需要の増加などにより、半導体需要が一段と高まったことから、当社主力市場で

ある半導体製造装置関連の顧客が堅調に推移いたしました。また、半導体不足に対応するため市場在庫の確保を強

化する顧客からの需要が大幅に増加したことから、前連結会計年度と比べ増収増益となりました。

なお、当社グループは単一セグメントのため、セグメント別の記載を行っておりません。

（２）当期の財政状態の概況

当連結会計年度末の総資産は6,559百万円で、前連結会計年度末より1,283百万円増加いたしました。

流動資産は4,357百万円で、前連結会計年度末に比べ1,241百万円増加いたしました。主な要因は、売掛金の増加

648百万円、電子記録債権の増加321百万円等であります。

固定資産は2,201百万円で、前連結会計年度末に比べ41百万円増加いたしました。主な要因は、投資有価証券の

増加46百万円等であります。

流動負債は2,875百万円で、前連結会計年度末に比べ771百万円増加いたしました。主な要因は、支払手形及び買

掛金の増加678百万円、未払法人税等の増加160百万円等であります。

固定負債は154百万円で、前連結会計年度末に比べ14百万円減少いたしました。主な要因は、長期借入金の返済

による減少15百万円であります。

純資産は3,529百万円で、前連結会計年度末に比べ527百万円増加いたしました。主な要因は、利益剰余金の増加

496百万円とその他有価証券評価差額金の増加31百万円であります。

（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(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ167百

万円増加し、1,150百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、243百万円の収入（前連結会計年度は207百万円の収入）となりました。

主な要因は、税金等調整前当期純利益698百万円、仕入債務の増加678百万円があった一方、売上債権の増加1,055

百万円等が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)

投資活動によるキャッシュ・フローは、181百万円の収入（前連結会計年度は８百万円の支出）となりました。

主な要因は、定期預金の払戻による収入200百万円であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、256百万円の支出（前連結会計年度は57百万円の支出）となりました。

主な要因は、短期借入金の返済による支出200百万円及び配当金の支払額35百万円であります。

（４）今後の見通し

半導体をはじめとする一部部材の供給不足による最終製品の生産への影響や資源価格の高騰、円安の進展など依

然として先行き不透明な状況にありますが、当社主力市場である半導体製造装置関連業界においては、ＣＯ２規制

の厳格化に伴うガソリン車からＥＶへの置換え、自動運転技術の進展による半導体利用の拡大、IoT化の進展に伴

うデータセンター需要の増加などにより、中長期的に市場環境は一段と拡大していくものと予想されます。

当社グループの次期（2023年３月期）の業績については、売上高7,656百万円、経常利益286百万円、親会社株主

に帰属する当期純利益200百万円を見込んでおります。

2022年３月期における大幅な売上増の要因として、半導体をはじめとする市場品等の売上がありますが、これら

はスポット受注によるものが多く、現時点で次期の見込みを合理的に算出することが困難なため業績予想値に含め

ておりません。
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（５）継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項は、ありません。

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、ＩＦＲＳの適用については、国内外の諸事情を考慮の上、適切に対応していく方針であります。
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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
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,182,749 1,150,537

受取手形及び売掛金 1,256,447 -

受取手形 - 384,498

売掛金 - 1,607,813

電子記録債権 323,663 644,801

商品 342,862 562,745

その他 10,690 7,902

貸倒引当金 △673 △658

流動資産合計 3,115,741 4,357,640

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,212,340 1,210,592

減価償却累計額 △757,022 △773,913

建物及び構築物（純額） 455,318 436,679

工具、器具及び備品 86,306 104,727

減価償却累計額 △78,200 △86,889

工具、器具及び備品（純額） 8,105 17,838

土地 1,158,875 1,158,875

リース資産 13,599 13,599

減価償却累計額 △11,964 △12,946

リース資産（純額） 1,635 653

有形固定資産合計 1,623,934 1,614,046

無形固定資産

借地権 28,203 28,203

ソフトウエア 5,122 8,604

リース資産 531 212

その他 7,092 9,677

無形固定資産合計 40,950 46,697

投資その他の資産

投資有価証券 486,210 532,794

その他 42,022 40,202

貸倒引当金 △33,020 △31,949

投資その他の資産合計 495,212 541,047

固定資産合計 2,160,097 2,201,791

資産合計 5,275,838 6,559,431

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,288,909 1,967,837

短期借入金 700,000 500,000

1年内返済予定の長期借入金 20,000 15,000

リース債務 1,325 894

未払法人税等 17,712 177,940

賞与引当金 22,801 33,290

その他 53,527 180,443

流動負債合計 2,104,277 2,875,406
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

固定負債

長期借入金 15,000 -

長期未払金 8,064 7,992

リース債務 894 -

繰延税金負債 122,054 124,200

退職給付に係る負債 23,260 22,216

長期預り保証金 170 170

固定負債合計 169,444 154,579

負債合計 2,273,721 3,029,986

純資産の部

株主資本

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 372,500 372,500

利益剰余金 1,933,988 2,430,096

自己株式 △4,912 △4,912

株主資本合計 2,801,575 3,297,684

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 200,541 231,761

その他の包括利益累計額合計 200,541 231,761

純資産合計 3,002,117 3,529,445

負債純資産合計 5,275,838 6,559,431
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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 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
　至 2022年３月31日)

売上高 5,623,667 9,007,564

売上原価 4,778,599 7,513,925

売上総利益 845,067 1,493,638

販売費及び一般管理費 722,120 805,974

営業利益 122,947 687,663

営業外収益

受取利息 78 21

受取配当金 16,158 16,460

補助金及び助成金 4,361 -

その他 2,646 2,823

営業外収益合計 23,244 19,304

営業外費用

支払利息 6,524 5,461

持分法による投資損失 1,405 -

その他 302 2,419

営業外費用合計 8,233 7,881

経常利益 137,958 699,087

特別損失

固定資産除却損 165 95

特別損失合計 165 95

税金等調整前当期純利益 137,793 698,991

法人税、住民税及び事業税 24,084 178,968

法人税等調整額 △2,959 △11,636

法人税等合計 21,125 167,331

当期純利益 116,667 531,659

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利益 116,667 531,659

　



株式会社栄電子(7567) 2022年３月期 決算短信

7

連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
　至 2022年３月31日)

当期純利益 116,667 531,659

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 81,569 31,219

持分法適用会社に対する持分相当額 594 -

その他の包括利益合計 82,164 31,219

包括利益 198,832 562,879

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 198,832 562,879

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 500,000 372,500 1,852,871 △4,912 2,720,458

当期変動額

剰余金の配当 △35,551 △35,551

親会社株主に帰属す

る当期純利益
116,667 116,667

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

-

当期変動額合計 - - 81,116 - 81,116

当期末残高 500,000 372,500 1,933,988 △4,912 2,801,575

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

その他の包括利益累計

額合計

当期首残高 118,971 △594 118,377 2,838,836

当期変動額

剰余金の配当 △35,551

親会社株主に帰属す

る当期純利益
116,667

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

81,569 594 82,164 82,164

当期変動額合計 81,569 594 82,164 163,281

当期末残高 200,541 - 200,541 3,002,117
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　当連結会計年度(自2021年４月１日 至2022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 500,000 372,500 1,933,988 △4,912 2,801,575

当期変動額

剰余金の配当 △35,551 △35,551

親会社株主に帰属す

る当期純利益
531,659 531,659

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

-

当期変動額合計 - - 496,108 - 496,108

当期末残高 500,000 372,500 2,430,096 △4,912 3,297,684

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

その他の包括利益累計

額合計

当期首残高 200,541 - 200,541 3,002,117

当期変動額

剰余金の配当 △35,551

親会社株主に帰属す

る当期純利益
531,659

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

31,219 - 31,219 31,219

当期変動額合計 31,219 - 31,219 527,328

当期末残高 231,761 - 231,761 3,529,445
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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 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
　至 2022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 137,793 698,991

減価償却費 24,235 30,526

貸倒引当金の増減額（△は減少） 351 △1,085

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 82 △1,044

有形固定資産除却損益（△は益） 165 95

長期未払金の増減額（△は減少） △117 △71

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,199 10,488

受取利息及び受取配当金 △16,236 △16,481

支払利息 6,524 5,461

為替差損益（△は益） 243 △199

持分法による投資損益（△は益） 1,405 -

売上債権の増減額（△は増加） △21,077 △1,055,931

棚卸資産の増減額（△は増加） △40,410 △219,883

仕入債務の増減額（△は減少） 129,182 678,927

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,503 47,514

その他の流動資産の増減額（△は増加） △371 2,110

その他の流動負債の増減額（△は減少） △2,363 79,960

その他 903 109

小計 211,005 259,490

利息及び配当金の受取額 16,236 16,481

利息の支払額 △6,527 △5,316

法人税等の支払額 △12,890 △27,409

営業活動によるキャッシュ・フロー 207,824 243,247

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 － 200,000

有形固定資産の取得による支出 △6,479 △13,152

無形固定資産の取得による支出 △2,280 △4,687

投資有価証券の取得による支出 △1,343 △901

関係会社出資金の回収による収入 1,813 -

長期貸付けによる支出 △1,900 -

長期貸付金の回収による収入 2,554 -

その他 △402 △41

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,037 181,217
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
　至 2022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） - △200,000

長期借入金の返済による支出 △20,000 △20,000

リース債務の返済による支出 △1,486 △1,325

配当金の支払額 △35,551 △35,551

財務活動によるキャッシュ・フロー △57,037 △256,876

現金及び現金同等物に係る換算差額 △243 199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 142,505 167,787

現金及び現金同等物の期首残高 840,244 982,749

現金及び現金同等物の期末残高 982,749 1,150,537
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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。

(会計方針の変更)

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサー

ビスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

①商品の販売

「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 2021年３月26日）第98項に定める

代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移

転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

②売上割引

従来は営業外費用に計上していた売上割引について、当連結会計年度の期首より顧客に支払われる対価として

売上高から減額しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首

の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当連結累計年度の損益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高への影響はあ

りません。

なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注

記については記載しておりません。

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業

会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新

たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。

また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこと

としました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2019年７月

４日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載し

ておりません。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

前連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）及び当連結会計年度(自 2021年４月１日 至 2022

年３月31日)

当社グループの事業は、産業用一般電子部品、電子機器の販売を行っており、事業区分としては、単一のセグメ

ントであり、開示対象となるセグメントはありませんので記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

１株当たり純資産額 591円12銭 694円95銭

１株当たり当期純利益金額 22円97銭 104円68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。

２．１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 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益金額(千円) 116,667 531,659

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
当期純利益金額（千円）

116,667 531,659

普通株式の期中平均株式数（株） 5,078,736 5,078,736

３．１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
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 3,002,117 3,529,445

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） ― ―

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 3,002,117 3,529,445

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）

5,078,736 5,078,736

(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
(2021年３月31日)

当事業年度
(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 846,218 806,726

受取手形 270,492 363,417

電子記録債権 280,697 591,477

売掛金 901,953 1,570,328

商品 295,491 527,578

前払費用 7,706 7,302

その他 2,091 447

貸倒引当金 △581 △644

流動資産合計 2,604,069 3,866,634

固定資産

有形固定資産

建物 455,136 436,588

構築物 181 90

工具、器具及び備品 6,860 17,032

土地 1,158,875 1,158,875

リース資産 1,635 653

有形固定資産合計 1,622,689 1,613,241

無形固定資産

借地権 28,203 28,203

ソフトウエア 4,103 7,695

リース資産 531 212

電話加入権 6,424 6,424

その他 - 2,585

無形固定資産合計 39,262 45,121

投資その他の資産

投資有価証券 486,210 532,794

関係会社株式 10,000 10,000

出資金 3,350 3,350

破産更生債権等 16,875 15,804

差入保証金 4,048 4,089

その他 123 14

貸倒引当金 △16,875 △15,804

投資その他の資産合計 503,732 550,247

固定資産合計 2,165,684 2,208,609

資産合計 4,769,753 6,075,243
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(単位：千円)

前事業年度
(2021年３月31日)

当事業年度
(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 630,057 891,874

買掛金 523,401 975,780

短期借入金 700,000 500,000

1年内返済予定の長期借入金 20,000 15,000

リース債務 1,325 894

未払金 10,009 25,230

未払費用 19,821 24,219

未払法人税等 13,496 175,634

未払消費税等 12,529 55,360

預り金 6,181 6,648

賞与引当金 21,071 32,420

その他 1,438 59,489

流動負債合計 1,959,333 2,762,552

固定負債

長期借入金 15,000 -

長期未払金 8,064 7,992

繰延税金負債 122,150 124,425

リース債務 894 -

退職給付引当金 21,851 21,299

その他 170 170

固定負債合計 168,131 153,887

負債合計 2,127,464 2,916,439

純資産の部

株主資本

資本金 500,000 500,000

資本剰余金

資本準備金 372,500 372,500

資本剰余金合計 372,500 372,500

利益剰余金

利益準備金 71,780 71,780

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 135,892 132,284

別途積立金 800,000 800,000

繰越利益剰余金 566,487 1,055,390

利益剰余金合計 1,574,159 2,059,455

自己株式 △4,912 △4,912

株主資本合計 2,441,747 2,927,042

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 200,541 231,761

評価・換算差額等合計 200,541 231,761

純資産合計 2,642,288 3,158,803

負債純資産合計 4,769,753 6,075,243
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当事業年度
(自 2021年４月１日
　至 2022年３月31日)

売上高 5,206,020 8,589,073

売上原価 4,435,932 7,168,333

売上総利益 770,087 1,420,739

販売費及び一般管理費 667,941 756,510

営業利益 102,145 664,228

営業外収益

受取利息及び受取配当金 16,236 16,481

不動産賃貸料 9,450 9,450

補助金及び助成金 4,361 -

その他 2,637 3,006

営業外収益合計 32,684 28,937

営業外費用

支払利息 6,524 5,461

不動産賃貸費用 2,563 2,560

その他 684 2,419

営業外費用合計 9,773 10,441

経常利益 125,057 682,724

特別損失

固定資産除却損 165 95

特別損失合計 165 95

税引前当期純利益 124,891 682,629

法人税、住民税及び事業税 18,700 173,970

法人税等調整額 △2,391 △12,188

法人税等合計 16,309 161,782

当期純利益 108,582 520,846
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（３）株主資本等変動計算書

　前事業年度(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 500,000 372,500 372,500 71,780 139,500 800,000 489,848 1,501,128

当期変動額

剰余金の配当 △35,551 △35,551

当期純利益 108,582 108,582

固定資産圧縮積立金

の取崩
△3,607 3,607 -

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - - - △3,607 - 76,639 73,031

当期末残高 500,000 372,500 372,500 71,780 135,892 800,000 566,487 1,574,159

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 △4,912 2,368,715 118,971 118,971 2,487,687

当期変動額

剰余金の配当 △35,551 △35,551

当期純利益 108,582 108,582

固定資産圧縮積立金

の取崩
- -

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

81,569 81,569 81,569

当期変動額合計 - 73,031 81,569 81,569 154,601

当期末残高 △4,912 2,441,747 200,541 200,541 2,642,288
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　当事業年度(自2021年４月１日 至2022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 500,000 372,500 372,500 71,780 135,892 800,000 566,487 1,574,159

当期変動額

剰余金の配当 △35,551 △35,551

当期純利益 520,846 520,846

固定資産圧縮積立金

の取崩
△3,607 3,607 -

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - - - △3,607 - 488,903 485,295

当期末残高 500,000 372,500 372,500 71,780 132,284 800,000 1,055,390 2,059,455

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 △4,912 2,441,747 200,541 200,541 2,642,288

当期変動額

剰余金の配当 △35,551 △35,551

当期純利益 520,846 520,846

固定資産圧縮積立金

の取崩
- -

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

31,219 31,219 31,219

当期変動額合計 - 485,295 31,219 31,219 516,514

当期末残高 △4,912 2,927,042 231,761 231,761 3,158,803
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（４）個別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。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　


