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(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 27,439 6.6 1,656 5.9 1,645 5.0 1,171 △27.1

2020年３月期 25,735 △7.7 1,564 △14.1 1,567 △13.8 1,607 △0.6
(注) 包括利益 2021年３月期 1,237百万円( 40.7％) 2020年３月期 879百万円(△50.6％)
　

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 ％ ％ ％

2021年３月期 179.47 ― 9.9 7.4 6.0

2020年３月期 245.71 ― 14.5 7.2 6.1
(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 22,777 12,383 54.4 1,895.29

2020年３月期 21,585 11,392 52.8 1,747.92
(参考) 自己資本 2021年３月期 12,383百万円 2020年３月期 11,392百万円
　

　

（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 2,040 △399 △517 5,463

2020年３月期 1,603 428 △864 4,393
　

　

　

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 ― 20.00 ― 20.00 40.00 263 16.3 2.4

2021年３月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00 263 22.3 2.2

2022年３月期(予想) ― 20.00 ― 20.00 40.00 20.3
　

　

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022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) 11,700 △14.6 750 △10.0 750 △9.7 540 △5.7 82.65

通 期 24,600 △10.3 1,800 8.7 1,790 8.8 1,290 10.1 197.43

　　

065229
FASF



※ 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 6,600,000株 2020年３月期 6,600,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期 66,065株 2020年３月期 82,211株

③ 期中平均株式数 2021年３月期 6,528,224株 2020年３月期 6,542,992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 19,767 7.4 860 △10.2 1,128 △3.4 877 △37.3

2020年３月期 18,404 △11.8 958 △33.9 1,167 △23.7 1,400 △2.4
　

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 134.42 ―

2020年３月期 214.03 ―
　

　

（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 20,846 11,575 55.5 1,771.60

2020年３月期 19,784 10,926 55.2 1,676.34

(参考) 自己資本 2021年３月期 11,575百万円 2020年３月期 10,926百万円
　

※ 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
　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あたっての注意事項等については、添付資料４ページ「（４）今後の見
通し」をご覧ください。

※ 決算説明会資料の入手方法について
アナリスト及び機関投資家向けの決算説明会を開催する予定でありましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大

に伴い、開催を中止することといたしました。配布を予定しておりました決算説明会資料は、５月14日に当社ホー
ムページ（https://www.contec.com/jp/about-contec/ir/financing/）に掲載を予定しております。
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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世界経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済活動が大きく制限された

ことから急速に悪化した後、徐々に持ち直してまいりましたが、足元では感染が再拡大しており、先行き不透明

感が高まっております。

このような状況の中、当社グループの売上高は27,439百万円（前期比6.6％増）となりました。利益面につきま

しては、売上の増加に伴い営業利益は1,656百万円（同5.9％増）、経常利益は1,645百万円（同5.0％増）となり

ました。親会社株主に帰属する当期純利益は、前期にありました投資有価証券の売却による特別利益の計上がな

くなったこともあり、1,171百万円（同27.1％減）となりました。

なお、当社グループは単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

製品別の業績は次のとおりであります。

電子機器製品

（産業用コンピュータ製品）

日本市場では、企業の設備投資が先送りされるなど影響はありましたが、一部業界向けの大型案件を受注し

たこともあり、売上高はほぼ横ばいとなりました。一方、米国市場では、空港セキュリティ関連向けの大型案

件や医療機器向けの産業用コンピュータの販売が堅調だったことから、売上高は11,777百万円（同1.9％増）と

なりました。

（IoT機器製品）

年度前半に見られた企業の設備投資への慎重な姿勢の影響を受けて、工場の生産ライン等で利用される計測

制御用ボードの販売が減少し、売上高は3,778百万円（同7.0％減）となりました。

（ソリューション製品）

自動車関連業界の生産設備への投資減少を受けて、関連システムの販売が減少し、売上高は1,330百万円（同

8.4％減）となりました。

制御機器製品

半導体関連業界における設備投資の回復に伴い、売上高は10,553百万円（同21.9％増）となりました。

（２）当期の財政状態の概況

当連結会計年度末における資産の残高は22,777百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,191百万円増加いたし

ました。これは主に現金及び預金の増加1,070百万円、売上債権の増加381百万円、棚卸資産の減少349百万円によ

るものであります。

当連結会計年度末における負債の残高は10,393百万円となり、前連結会計年度末に比べ200百万円増加いたしま

した。これは主に仕入債務の増加665百万円、その他流動負債の減少220百万円、借入金の減少207百万円によるも

のであります。

当連結会計年度末における純資産の残高は12,383百万円となり、前連結会計年度末に比べ991百万円増加いたし

ました。これは主に利益剰余金の増加907百万円、退職給付に係る調整累計額の増加214百万円、為替換算調整勘

定の減少166百万円によるものであります。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、5,463百万円となり、前連結会計年度

末に比べ1,070百万円増加いたしました。

（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2,040百万円（前連結会計年度は1,603百万円の増加）となりました。主な内訳

は、税金等調整前当期純利益1,640百万円、仕入債務の増加による698百万円の収入、棚卸資産の減少による310百

万円の収入、法人税等の支払による688百万円の支出であります。

（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399百万円（前連結会計年度は428百万円の増加）となりました。主な内訳は、

固定資産取得による395百万円の支出であります。

（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517百万円（前連結会計年度は864百万円の減少）となりました。主な内訳は、

配当金の支払による263百万円の支出、借入金の返済による200百万円の支出、リース債務の返済による57百万円

の支出であります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期 2020年３月期 2021年３月期

自己資本比率（％） 42.0 43.4 49.4 52.8 54.4

時価ベースの自己資本比率
（％）

32.6 56.9 47.6 35.7 49.1

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

2.6 3.7 5.5 2.0 1.5

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

42.0 30.7 19.3 61.3 101.1

(注) 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／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※ 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。

※ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しておりま

す。
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（４）今後の見通し

次期の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伴い、経済活動がコロナ前の水準に戻るまでに

は相応の時間を要することが予想されております。

このような中で、当社が属する電子機器業界におきましては、企業の設備投資動向に影響を受けることから、一時

的に減収となることが見込まれております。

次期の連結業績予想につきましては、売上高24,600百万円（前期比10.3％減）を計画しております。

一方、利益面に関しましては、昨年から取り組んでいる構造改革の成果を見込んでおり、営業利益1,800百万円（同

8.7％増）、経常利益1,790百万円（同8.8％増）、親会社株主に帰属する当期純利益1,290百万円（同10.1％増）を計

画しております。

（５）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　 当社は、株主の皆様への利益還元の充実を経営の重要課題と位置づけ、配当性向及び今後の業績見通しを勘案し、

　長期的展望に立って将来の事業展開に見合った配当政策を行いたいと考えており、配当性向は20％～30％を目安に

　検討してまいります。

　 当期の期末配当につきましては１株当たり20円とし、年間の配当は中間配当20円を合わせ、１株当たり40円を予

　定しております。

　 次期の配当につきましては、１株当たり年間40円（中間20円、期末20円）を予定しております。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは当面、日本基準を適用することとしております。なお、国際財務報告基準の採用につきましては、

今後の海外売上高比率の推移やわが国における任意適用の状況等を勘案しながら検討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
(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 4,393,403 5,463,624

受取手形及び売掛金 5,373,125 5,754,262

商品及び製品 2,549,995 2,161,422

仕掛品 1,169,960 1,482,006

原材料及び貯蔵品 2,802,048 2,528,733

その他 176,227 206,369

貸倒引当金 △3,341 △3,730

流動資産合計 16,461,421 17,592,689

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 711,972 652,895

機械装置及び運搬具（純額） 85,369 87,211

工具、器具及び備品（純額） 148,053 110,318

土地 1,389,919 1,389,919

リース資産（純額） 50,888 60,449

建設仮勘定 11,885 21,258

有形固定資産合計 2,398,088 2,322,051

無形固定資産

のれん 1,061,814 877,947

ソフトウエア 409,195 317,659

その他 291,822 365,436

無形固定資産合計 1,762,832 1,561,044

投資その他の資産

投資有価証券 67,056 94,650

長期貸付金 15,935 10,623

繰延税金資産 533,369 572,230

退職給付に係る資産 268,805 540,192

その他 93,929 94,364

貸倒引当金 △15,935 △10,623

投資その他の資産合計 963,161 1,301,438

固定資産合計 5,124,082 5,184,534

資産合計 21,585,503 22,777,223
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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 3,775,670 4,440,905

短期借入金 1,001,759 994,492

1年内返済予定の長期借入金 200,000 1,200,000

リース債務 42,187 39,720

未払法人税等 241,912 142,938

その他の引当金 30,000 5,000

その他 1,756,889 1,536,228

流動負債合計 7,048,419 8,359,285

固定負債

長期借入金 2,000,000 800,000

リース債務 8,970 21,107

繰延税金負債 6,682 -

その他の引当金 67,662 110,559

退職給付に係る負債 1,061,215 1,102,587

その他 8 -

固定負債合計 3,144,540 2,034,253

負債合計 10,192,960 10,393,539

純資産の部

株主資本

資本金 1,119,600 1,119,600

資本剰余金 103,909 103,909

利益剰余金 9,657,895 10,565,544

自己株式 △90,535 △72,789

株主資本合計 10,790,870 11,716,263

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 21,708 39,910

為替換算調整勘定 666,054 499,176

退職給付に係る調整累計額 △86,090 128,333

その他の包括利益累計額合計 601,673 667,420

純資産合計 11,392,543 12,383,684

負債純資産合計 21,585,503 22,777,223
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（２）連結損益及び包括利益計算書

(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)

売上高 25,735,479 27,439,884

売上原価 19,077,045 20,903,238

売上総利益 6,658,434 6,536,645

販売費及び一般管理費

販売費 2,599,741 2,456,664

一般管理費 2,494,239 2,423,529

販売費及び一般管理費合計 5,093,980 4,880,194

営業利益 1,564,453 1,656,451

営業外収益

受取利息 3,708 2,488

受取配当金 9,311 3,727

為替差益 2,682 -

受取賃貸料 6,602 6,602

貸倒引当金戻入額 3,983 5,311

補助金収入 - 7,295

その他 4,103 9,581

営業外収益合計 30,391 35,007

営業外費用

支払利息 26,169 21,108

為替差損 - 22,907

その他 1,060 1,759

営業外費用合計 27,229 45,775

経常利益 1,567,615 1,645,684

特別利益

投資有価証券売却益 674,053 -

固定資産売却益 273 207

その他 19,610 -

特別利益合計 693,937 207

特別損失

固定資産除却損 348 5,309

特別損失合計 348 5,309

税金等調整前当期純利益 2,261,203 1,640,582

法人税、住民税及び事業税 595,944 615,326

法人税等調整額 57,604 △146,367

法人税等合計 653,549 468,959

当期純利益 1,607,654 1,171,622

（内訳）

親会社株主に帰属する当期純利益 1,607,654 1,171,622

非支配株主に帰属する当期純利益 - -
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(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)

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △602,611 18,201

為替換算調整勘定 △35,613 △166,877

退職給付に係る調整額 △89,897 214,423

その他の包括利益合計 △728,121 65,747

包括利益 879,532 1,237,369

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 879,532 1,237,369

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 1,119,600 103,909 8,274,951 △32,256 9,466,204

会計方針の変更によ

る累積的影響額
- - 72,266 - 72,266

会計方針の変更を反映

した当期首残高
1,119,600 103,909 8,347,217 △32,256 9,538,470

当期変動額

剰余金の配当 △296,976 △296,976

親会社株主に帰属

する当期純利益
1,607,654 1,607,654

自己株式の取得 △59,895 △59,895

自己株式の処分 1,616 1,616

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - 1,310,678 △58,278 1,252,399

当期末残高 1,119,600 103,909 9,657,895 △90,535 10,790,870

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
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 624,320 701,667 3,806 1,329,794 - 10,795,999

会計方針の変更によ

る累積的影響額
- - - - - 72,266

会計方針の変更を反映

した当期首残高
624,320 701,667 3,806 1,329,794 - 10,868,265

当期変動額

剰余金の配当 △296,976

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,607,654

自己株式の取得 △59,895

自己株式の処分 1,616

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△602,611 △35,613 △89,897 △728,121 △728,121

当期変動額合計 △602,611 △35,613 △89,897 △728,121 - 524,277

当期末残高 21,708 666,054 △86,090 601,673 - 11,392,543
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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 1,119,600 103,909 9,657,895 △90,535 10,790,870

会計方針の変更によ

る累積的影響額
- - - - -

会計方針の変更を反映

した当期首残高
1,119,600 103,909 9,657,895 △90,535 10,790,870

当期変動額

剰余金の配当 △263,974 △263,974

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,171,622 1,171,622

自己株式の取得 △79 △79

自己株式の処分 17,825 17,825

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - 907,648 17,745 925,393

当期末残高 1,119,600 103,909 10,565,544 △72,789 11,716,263

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
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 21,708 666,054 △86,090 601,673 - 11,392,543

会計方針の変更によ

る累積的影響額
- - - - - -

会計方針の変更を反映

した当期首残高
21,708 666,054 △86,090 601,673 - 11,392,543

当期変動額

剰余金の配当 △263,974

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,171,622

自己株式の取得 △79

自己株式の処分 17,825

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

18,201 △166,877 214,423 65,747 65,747

当期変動額合計 18,201 △166,877 214,423 65,747 - 991,140

当期末残高 39,910 499,176 128,333 667,420 - 12,383,684
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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 2,261,203 1,640,582

減価償却費 394,528 377,951

のれん償却額 132,363 128,958

貸倒引当金の増減額（△は減少） △651 △4,922

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 95,939 75,641

その他の引当金の増減額（△は減少） 77,482 29,172

受取利息及び受取配当金 △13,019 △6,215

支払利息 26,169 21,108

為替差損益（△は益） 9,997 6,456

投資有価証券売却損益（△は益） △674,053 -

有形固定資産売却損益（△は益） △273 △207

有形固定資産除却損 348 5,309

その他の特別損益（△は益） △19,610 -

売上債権の増減額（△は増加） 533,247 △454,662

たな卸資産の増減額（△は増加） 326,441 310,128

仕入債務の増減額（△は減少） △767,267 698,516

その他 △139,745 △85,651

小計 2,243,099 2,742,165

利息及び配当金の受取額 13,066 6,258

利息の支払額 △26,156 △20,180

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △626,400 △688,019

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,603,609 2,040,223

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 △96,163 △83,641

有形固定資産の売却による収入 273 289

有形固定資産の除却による支出 - △4,025

無形固定資産の取得による支出 △168,563 △312,357

投資有価証券の売却による収入 698,475 -

長期貸付金の回収による収入 3,983 5,311

その他 △9,913 △4,825

投資活動によるキャッシュ・フロー 428,093 △399,248

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） △250,000 -

長期借入金の返済による支出 △200,000 △200,000

自己株式の売却による収入 - 3,776

自己株式の取得による支出 △59,895 △79

配当金の支払額 △296,569 △263,856

リース債務の返済による支出 △58,399 △57,162

財務活動によるキャッシュ・フロー △864,864 △517,322

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,065 △53,432

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,147,772 1,070,220

現金及び現金同等物の期首残高 3,245,631 4,393,403

現金及び現金同等物の期末残高 4,393,403 5,463,624
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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)

当社グループの事業セグメントは、「電子機器事業」の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省

略しております。

(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 1,747円92銭 1,895円29銭

１株当たり当期純利益 245円71銭 179円47銭

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

２ １株当たり純資産額の算定において、株式給付信託（BBT）の信託財産として、株式会社日本カストディ銀

行（信託E口）が保有する当社株式を自己株式として処理していることから、期末の普通株式の数から当該

株式数を控除しております。なお、１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の数は、前連結会

計年度81,600株、当連結会計年度65,400株であります。

３ １株当たり当期純利益の算定において、株式給付信託（BBT）の信託財産として、株式会社日本カストディ

銀行（信託E口）が保有する当社株式を自己株式として処理していることから、期中平均株式数から当該株

式数を控除しております。なお、１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数

は、前連結会計年度56,452株、当連結会計年度71,126株であります。

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)

純資産の部の合計額(千円) 11,392,543 12,383,684

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) 11,392,543 12,383,684

１株当たりの純資産額の算定に用いられた期末の
普通株式の数(株)

6,517,789 6,533,935

５ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自 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株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 1,607,654 1,171,622

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(千円)

1,607,654 1,171,622

普通株式の期中平均株式数(株) 6,542,992 6,528,224

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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４．その他

役員の異動

（１）代表者の異動

　 該当事項はありません。

(２）その他の役員の異動 (2021年６月24日付予定)

　① 新任取締役候補

取締役 常務執行役員 西山 和良（現 当社常務執行役員）

② 退任予定取締役

取締役 清水 俊雄

　


