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1. 2021年3月期の業績（2020年4月1日～2021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 ％

2021年3月期 5,837 △23.3 38 △82.3 63 △70.9 18 △88.0

2020年3月期 7,609 △0.9 215 △10.8 217 △12.1 152 △17.2

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 4.79 ― 0.6 1.1 0.7

2020年3月期 39.82 ― 5.4 3.5 2.8

（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) 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 5,929 2,850 48.1 742.92

2020年3月期 6,113 2,861 46.8 745.52

（参考） 自己資本 2021年3月期 2,850百万円 2020年3月期 2,861百万円

(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

2021年3月期 354 △167 96 434

2020年3月期 328 △232 △171 151

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 ％ ％

2020年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00 30 20.1 1.1

2021年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 0.0 0.0

2022年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

（注）当社は定款において第2四半期末日及び期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。

3. 2022年 3月期の業績予想（2021年 4月 1日～2022年 3月31日）
（％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
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 3,428 4.5 57 49.7 47 △25.7 25 36.1 6.51

（注）１． 当社は、中長期的な企業価値向上に向けた建設的対話促進の観点から、当期より業績予想は通期のみといたしました。

　　　２．2022年３月期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用するため、上記の業績予想は当該会計基準等を適用した後

　　　　の金額となっており、対前期増減率については、2021年３月期に当該会計基準等を適用したと仮定して算定した増減率を記載しております。



※ 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） 2021年3月期 3,840,000 株 2020年3月期 3,840,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期 2,518 株 2020年3月期 2,418 株

③ 期中平均株式数 2021年3月期 3,837,535 株 2020年3月期 3,837,594 株

※ 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、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
想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P.2「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

　当期における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的蔓延の影響で、外需の減少や生産活動の停滞、消

費活動の制限により景気が急速に悪化するなど、厳しい状況となりました。海外におきましても、欧米各国で都市封

鎖（ロックダウン）が繰り返され、ワクチン接種が開始されたものの、依然として先行き不透明な状況が続いており

ます。

　当社におきましても、自動車関連を中心に、受注に大きな影響を及ぼし、緊急事態宣言の解除によって、経済活動

にも回復の動きがみられたものの、その後も変異ウイルスの拡大やワクチン普及の遅れ等が懸念されており、今後の

感染動向による影響に留意が必要な状況となっております。

　このような環境下、売上高につきましては、受注の減少等により前期比減収となりました。また、利益面におきま

しても、固定費の削減や原価低減に努めましたが、販売の減少影響により前期比減益となりました。

　その結果、当期の業績は売上高５,８３７百万円（前期比２３.３％減）、営業利益３８百万円（前期比８２.３％

減）経常利益６３百万円（前期比７０.９％減）、当期純利益１８百万円（前期比８８.０％減）となりました。

（セグメント別の状況）

（コンパウンド事業）

　新型コロナウイルス感染拡大の影響による厳しい状況が続く中、導電性樹脂ＥＣＸの受注は堅調に推移したもの

の、ゴムコンパウンド、高機能樹脂コンパウンドにおいては、自動車関連を中心に受注が大幅に減少し、前期を下回

る売上高となりました。

　以上の結果、当セグメントの売上高は、前期を１,６２２百万円下回る４,３７３百万円(前期比２７.１％減)とな

りました。

（ゴム加工事業）

　ゴムシートにおける自動車関連での受注が減少したこと等により、前期を下回る売上高となりました。

　以上の結果、当セグメントの売上高は、前期を１４９百万円下回る１,４４２百万円(前期比９.４％減)となりまし

た。

(2）当期の財政状態の概況

(資産、負債、純資産の状況に関する分析)

　当期末の総資産は５,９２９百万円となり、前期末に比べ１８３百万円減少しました。流動資産は２,９３２百万円

となり、前期末に比べ８４百万円減少しました。これは主に売上債権が減少したことによるものであります。固定資

産は２,９９６百万円となり、前期末に比べ９９百万円減少しました。これは主に設備投資額の減少によるものであ

ります。

　負債は３,０７８百万円と、前期末に比べ１７３百万円減少しました。流動負債は２,６０４百万円となり、前期末

に比べて２３１百万円減少しました。これは主に営業買入債務の減少によるものであります。固定負債は４７３百万

円と前期末に比べ５７百万円増加しました。これは主に借入を行ったことによるものであります。

　純資産は２,８５０百万円と、前期末に比べ１０百万円減少しました。これは主に、配当金の支払いによるもので

あります。
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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（％） 38.5 39.7 42.6 46.8 48.1

時価ベースの自己資本比率

（％）
54.4 44.6 31.1 26.7 28.5

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率(倍)
3.6 4.0 2.6 4.0 4.1

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
27.4 29.5 61.2 38.3 39.6

(3)当期のキャッシュ・フローの概況

　営業活動によるキャッシュ・フローは３５４百万円の収入となり、前期に対して２５百万円の収入増となりまし

た。主な要因は、売上債権の減少と棚卸資産の減少によるものであります。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、１６７百万円の支出となり、前期に対して６４百万円の支出減となりまし

た。これは主に設備投資の支払額の減少によるものであります。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、９６百万円の収入（前期は１７１百万円の支出）となりました。これは主

に、借入を行ったことによるものであります。

　以上の結果現金及び現金同等物の残高は４３４百万円となり、前期に対して２８２百万円増加しました。

 (参考)　キャッシュ・フロー関連指標の推移

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

※有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を払っている全ての負債を対象としております。

※キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動キャッシュ・フロ

ー」及び「利息の支払額」を用いています。

(4)今後の見通し

　今後の経済情勢におきましては、新型コロナウイルス感染拡大による経済への影響や、海外における国際情勢の動

向等様々なリスクがあり、依然不透明な状況が続くものと予想されます。

　このような事業環境下、当社は、自社の製品群個々の収益力を強化し、環境変化へ柔軟に対応できる収益体質の強

化・確立を急ぐ必要がございます。

　このためには、市場動向やお客様のニーズを先取りした新技術・新製品開発に加え、生産性向上、原価低減、品質

向上などの施策への取り組みを推進し、競争力強化に努めてまいります。

　次期の見通しにつきましては、売上高は３,４２８百万円、営業利益は５７百万円、経常利益は４７百万円、当

期純利益は２５百万円を予想しております。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社は、企業間及び経年での比較可能性を確保するため、当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方

法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づいて作成しております。

　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、適切に対応していく方針であります。
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（単位：百万円）

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 151 434

受取手形 473 426

売掛金 1,659 1,358

商品及び製品 343 308

仕掛品 131 112

原材料及び貯蔵品 183 189

前払費用 13 14

未収入金 58 72

立替金 2 15

流動資産合計 3,017 2,932

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 548 514

構築物（純額） 73 71

機械及び装置（純額） 650 603

車両運搬具（純額） 9 6

工具、器具及び備品（純額） 62 63

土地 1,575 1,575

リース資産 10 8

建設仮勘定 51 45

有形固定資産合計 2,982 2,888

無形固定資産

ソフトウエア 23 11

その他 3 3

無形固定資産合計 27 15

投資その他の資産

投資有価証券 20 24

関係会社株式 16 16

繰延税金資産 46 28

その他 1 23

投資その他の資産合計 85 92

固定資産合計 3,095 2,996

資産合計 6,113 5,929

３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表
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（単位：百万円）

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 28 20

買掛金 1,098 865

短期借入金 1,300 1,390

１年内返済予定の長期借入金 10 20

リース債務 2 2

未払金 106 92

未払費用 56 45

未払法人税等 31 2

未払消費税等 28 18

預り保証金 57 57

預り金 21 21

賞与引当金 68 67

役員退職慰労引当金 25 －

設備関係支払手形 1 1

流動負債合計 2,835 2,604

固定負債

長期借入金 － 30

リース債務 8 5

退職給付引当金 399 425

役員退職慰労引当金 － 5

資産除去債務 7 7

固定負債合計 416 473

負債合計 3,252 3,078

純資産の部

株主資本

資本金 1,920 1,920

資本剰余金

その他資本剰余金 0 0

資本剰余金合計 0 0

利益剰余金

利益準備金 174 177

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 769 753

利益剰余金合計 944 931

自己株式 △2 △2

株主資本合計 2,861 2,849

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △0 1

評価・換算差額等合計 △0 1

純資産合計 2,861 2,850

負債純資産合計 6,113 5,929
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（単位：百万円）

前事業年度
(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

当事業年度
(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

売上高 7,609 5,837

売上原価

製品期首たな卸高 245 343

当期製品仕入高 565 490

当期製品製造原価 6,270 4,711

合計 7,082 5,545

他勘定振替高 6 3

製品期末たな卸高 343 308

製品売上原価 6,732 5,233

売上総利益 877 603

販売費及び一般管理費

販売費 413 339

一般管理費 248 226

販売費及び一般管理費合計 661 565

営業利益 215 38

営業外収益

受取利息及び配当金 6 5

保険差益 3 8

その他 0 38

営業外収益合計 11 52

営業外費用

支払利息 8 8

その他 0 17

営業外費用合計 8 26

経常利益 217 63

特別損失

固定資産除却損 3 19

特別損失合計 3 19

税引前当期純利益 213 43

法人税、住民税及び事業税 39 8

法人税等調整額 21 17

法人税等合計 60 25

当期純利益 152 18

（２）損益計算書
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（単位：百万円）

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
計その他資本

剰余金
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
合計繰越利益剰

余金

当期首残高 1,920 0 0 171 658 829 △2 2,747

当期変動額

剰余金（その他資
本剰余金）の配当

3 △42 △38 △38

当期純利益 152 152 152

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）

当期変動額合計 - - - 3 110 114 △0 114

当期末残高 1,920 0 0 174 769 944 △2 2,861

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 1 1 2,748

当期変動額

剰余金（その他資
本剰余金）の配当

△38

当期純利益 152

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

△1 △1 △1

当期変動額合計 △1 △1 112

当期末残高 △0 △0 2,861

（３）株主資本等変動計算書

前事業年度(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
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（単位：百万円）

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
計その他資本

剰余金
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
合計繰越利益剰

余金

当期首残高 1,920 0 0 174 769 944 △2 2,861

当期変動額

剰余金（その他資
本剰余金）の配当

3 △33 △30 △30

当期純利益 18 18 18

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）

当期変動額合計 - - - 3 △15 △12 △0 △12

当期末残高 1,920 0 0 177 753 931 △2 2,849

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △0 △0 2,861

当期変動額

剰余金（その他資
本剰余金）の配当

△30

当期純利益 18

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

2 2 2

当期変動額合計 2 2 △10

当期末残高 1 1 2,850

当事業年度(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
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（単位：百万円）

前事業年度
(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

当事業年度
(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

税引前当期純利益 213 43

減価償却費 249 247

固定資産除却損 3 19

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9 25

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 0 △20

賞与引当金の増減額（△は減少） △8 △1

受取利息及び受取配当金 △6 △5

支払利息 8 8

売上債権の増減額（△は増加） 226 348

たな卸資産の増減額（△は増加） △83 48

その他の資産の増減額（△は増加） 19 △35

仕入債務の増減額（△は減少） △240 △240

未払費用の増減額（△は減少） △16 △11

その他の負債の増減額（△は減少） △10 △29

その他 - △20

小計 364 375

利息及び配当金の受取額 6 5

利息の支払額 △8 △8

法人税等の支払額 △34 △41

その他 - 23

営業活動によるキャッシュ・フロー 328 354

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 △229 △167

無形固定資産の取得による支出 △2 -

その他 - 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △232 △167

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） △110 90

配当金の支払額 △38 △30

長期借入金の返済による支出 △20 △20

長期借入れによる収入 - 60

リース債務の返済による支出 △3 △2

自己株式の増減額（△は増加） △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △171 96

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △75 282

現金及び現金同等物の期首残高 226 151

現金及び現金同等物の期末残高 151 434

（４）キャッシュ・フロー計算書
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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。

（持分法損益等）

該当事項はありません。

- 10 -

日東化工株式会社(5104) 2021年３月期　決算短信



（単位：百万円）

報告セグメント

合計
コンパウンド

事業
ゴム加工

事業

売上高

外部顧客への売上高 5,995 1,591 7,586

セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ―

計 5,995 1,591 7,586

セグメント利益 210 11 222

セグメント資産 3,959 1,565 5,525

その他の項目

減価償却費 172 73 246

有形固定資産及び無形固定資産の増加額 118 55 174

（単位：百万円）

報告セグメント

合計
コンパウンド

事業
ゴム加工

事業

売上高

外部顧客への売上高 4,373 1,442 5,815

セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ―

計 4,373 1,442 5,815

セグメント利益 18 25 43

セグメント資産 3,526 1,505 5,031

その他の項目

減価償却費 170 73 244

有形固定資産及び無形固定資産の増加額 107 37 144

（セグメント情報等）

Ａ．セグメント情報

１．報告セグメントの概要

（1）報告セグメントの決定方法

　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会・経営会議が、

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。

　当社は、機動的、より効率的な事業運営を図ることを目的に事業別のセグメントから構成されており、「コンパウ

ンド事業」、「ゴム加工事業」の２つを報告セグメントとしております。

（2）各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

　各事業の主要製品は次のとおりであります。

①コンパウンド事業　　　　　ゴムコンパウンド、高機能樹脂コンパウンド、樹脂洗浄剤等

②ゴム加工事業　　　　　　　シート、マット、成形品

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、財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠した方

法であります。

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。

３．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

　前事業年度　（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

　当事業年度　（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
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　　（単位：百万円）

売上高 前事業年度 当事業年度

報告セグメント計 7,586 5,815

その他の調整額(注) 22 22

財務諸表の売上高 7,609 5,837

　　（単位：百万円）

利益又は損失（△） 前事業年度 当事業年度

報告セグメント計 222 43

その他の調整額(注) △6 △5

財務諸表の営業利益 215 38

　　（単位：百万円）

資産 前事業年度 当事業年度

報告セグメント計 5,525 5,031

全社資産(注) 587 897

財務諸表の資産合計 6,113 5,929

（単位：百万円）

報告セグメント計 調整額 財務諸表計上額

前事業年度 当事業年度 前事業年度 当事業年度 前事業年度 当事業年度

減価償却費 246 244 3 3 249 247

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額
174 144 4 0 179 145

４．報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

(注)その他の調整額は、報告セグメントではない事業セグメントの売上高であります。

(注)その他の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメント

に帰属しない一般管理費であります。

(注)全社資産は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産は、主に本社有形固定資産であ

ります。

(注)調整額は、全社資産の減価償却費及び設備投資であります。

５．報告セグメントの変更等に関する事項

　第１四半期会計期間より、機動的な組織を構築することで、より効率的な事業運営を図ることを目的とした組織変

更に伴い、報告セグメントの区分を従来の「ゴム事業」、「樹脂事業」から、「コンパウンド事業」、「ゴム加工事

業」に変更しております。

　なお、前事業年度のセグメント情報は、会社組織変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示して

おります。
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　（単位：百万円）

顧客の名称 売上高 関連するセグメント

ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ㈱ 2,599 コンパウンド事業

三菱ケミカル㈱ 1,014 コンパウンド事業

愛知タイヤ工業㈱ 984 コンパウンド事業

　（単位：百万円）

顧客の名称 売上高 関連するセグメント

ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ㈱ 1,951 コンパウンド事業

三菱ケミカル㈱ 891 コンパウンド事業

　Ｂ．関連情報

前事業年度　（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

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

（１）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

（２）有形固定資産

　本邦に所有している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略して

おります。

３．主要な顧客ごとの情報

当事業年度　（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

（１）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

（２）有形固定資産

　本邦に所有している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略して

おります。

３．主要な顧客ごとの情報
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Ｃ．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　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度　（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

　該当事項はありません。

Ｄ．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　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度　（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

　該当事項はありません。

Ｅ．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　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度　（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

　該当事項はありません。
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前事業年度
(自　2019年４月１日
至　2020年３月31日)

当事業年度
(自　2020年４月１日
至　2021年３月31日)

１株当たり純資産額 745円52銭

１株当たり当期純利益金額 39円82銭
　

１株当たり純資産額 742円92銭

１株当たり当期純利益金額 4円79銭
　

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。

前事業年度
(自　2019年４月１日
至　2020年３月31日)

当事業年度
(自　2020年４月１日
至　2021年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 2,861 2,850

普通株式に係る純資産額（百万円） 2,861 2,850

普通株式の発行済株式数（株） 3,840,000 3,840,000

普通株式の自己株式数（株） 2,418 2,518

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)
3,837,582 3,837,482

前事業年度
(自　2019年４月１日
至　2020年３月31日)

当事業年度
(自　2020年４月１日
至　2021年３月31日)

当期純利益(百万円) 152 18

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) 152 18

１株当たり当期純利益の算定に用いられた

期中平均株式数（株）
3,837,594 3,837,535

（１株当たり情報）

（注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後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。

算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

２　１株当たり当期純利益

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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