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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 6,563 4.9 1,295 15.6 1,337 45.9 902 63.1

2019年3月期 6,258 5.9 1,121 △24.1 916 △48.3 553 △57.7

（注）包括利益 2020年3月期　　796百万円 （132.2％） 2019年3月期　　343百万円 （△77.8％）

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 83.10 ― 13.7 8.8 19.7

2019年3月期 50.94 ― 9.0 6.2 17.9

（参考） 持分法投資損益 2020年3月期 △6百万円 2019年3月期 △7百万円

(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 16,139 7,205 43.1 640.00

2019年3月期 14,149 6,518 44.3 577.19

（参考） 自己資本 2020年3月期 6,948百万円 2019年3月期 6,266百万円

(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 1,229 △608 △85 1,565

2019年3月期 981 △2,962 165 1,096

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 ― ― ― 10.00 10.00 108 19.6 1.8

2020年3月期 ― ― ― 10.00 10.00 108 12.0 1.6

2021年3月期(予想) ― ― ― 10.00 10.00 ―

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症の感染拡大による影響を現段階において、合理的に算定することが困難なこと
から未定としております。今後、業績予想の開示が可能となった時点で速やかに公表いたします。



※ 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 10,937,449 株 2019年3月期 10,937,449 株

② 期末自己株式数 2020年3月期 79,900 株 2019年3月期 79,623 株

③ 期中平均株式数 2020年3月期 10,857,652 株 2019年3月期 10,858,185 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 8,173 31.7 1,539 30.2 1,550 28.6 1,071 31.0

2019年3月期 6,205 △21.1 1,182 △10.8 1,205 △11.9 817 △9.2

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
円 銭 円 銭

2020年3月期 98.66 ―

2019年3月期 75.28 ―

(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 16,625 8,489 51.1 781.90

2019年3月期 13,552 7,595 56.0 699.51

（参考） 自己資本 2020年3月期 8,489百万円 2019年3月期 7,595百万円

※ 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

　本業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を現段階において、合理的に算定することが困難なことから、現時点では
未定としております。今後、合理的な算定が可能になった段階で、速やかに公表いたします。また、業績予想の前提となる条件等につきましては、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、期初からの米中貿易摩擦の影響により製造業の景況感が停滞したことに

加え、下期は自然災害や消費増税、年度末からの新型コロナウイルスの世界的感染拡大による国境封鎖や外出自粛

でヒトとモノの移動が止まり、生産活動の停止やサプライチェーンの混乱により急速に減速懸念を強めました。

このような環境のもと、生産設備の拡充や安定した高度な品質を維持する仕組みを探求し、グローバルな事業展

開による収益力の強化と持続的な成長に取り組んでまいりました。

これらの結果、当連結会計年度において売上高は65億63百万円（前年同期比4.9%増）、営業利益は12億95百万円

（前年同期比15.6％増）、経常利益は13億37百万円（前年同期比45.9％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は9

億2百万円（前年同期比63.1％増）となりました。

セグメントの経営成績は、次のとおりであります。

　①ヘルスケア事業

ヘルスケア事業は、国内市場においてはサガミオリジナル0.01（ゼロゼロワン）に牽引されたポリウレタン製

コンドームの売上が伸長し、輸出においても国内外の需給を考慮しサガミオリジナル0.01（ゼロゼロワン）を出

荷してまいりました。

この結果、売上高は49億68百万円（前年同期比4.9％増）、営業利益は16億65百万円（前年同期比6.5％増）と

なりました。

　②プラスチック製品事業

プラスチック製品事業は、自然災害によるマーケットへの影響はあったものの、原油価格が安定し、食料品向

け包装フィルムを中心に需要増や生産性の向上により、売上及び利益とも堅調に推移いたしました。

　この結果、売上高は13億32百万円（前年同期比6.7％増）、営業利益は80百万円（前年同期比165.4％増）とな

りました。

　③その他

入浴・介護サービス及びその他の事業の売上高は2億62百万円（前年同期比3.5％減）、営業損失は1億6百万円

（前年同期は営業損失94百万円）となりました。

（２）当期の財政状態の概況

資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末における資産の残高は161億39百万円となり、前連結会計年度末と比較し19億90百万円増加しま

した。現金及び預金が4億68百万円、たな卸資産が1億70百万円、有形固定資産が15億円増加し、受取手形及び売掛

金が2億66百万円減少しました。

当連結会計年度末における負債の残高は89億34百万円となり、前連結会計年度末と比較し13億4百万円増加しまし

た。設備関係電子記録債務が12億67百万円、未払法人税等が1億39百万円増加し、支払手形及び買掛金が2億86百万

円減少しました。

当連結会計年度末における純資産の残高は72億5百万円となり、前連結会計年度末と比較し6億86百万円増加しま

した。利益剰余金が7億93百万円増加し、その他有価証券評価差額金が67百万円、為替換算調整勘定が38百万円減少

しました。
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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、前連結会計年度末に比べ4億68百万円

増加し、15億65百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の

とおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度の営業活動により獲得した資金は、12億29百万円（前年同期比25.2％増）となりました。これは

主に、税金等調整前当期純利益が13億26百万円、減価償却費が4億50百万円、たな卸資産の増加が1億73百万円、法

人税等の支払額が3億43百万円あったこと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)

当連結会計年度の投資活動により使用した資金は、6億8百万円（前年同期比79.5％増）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が6億11百万円あったこと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)

当連結会計年度の財務活動により使用した資金は、85百万円（前年同期は1億65百万円の獲得）となりました。こ

れは主に、長・短期借入金の増加が24百万円、配当金の支払が1億7百万円あったことによるものであります。

(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

自己資本比率（％） 45.9 39.4 44.3 43.1

時価ベースの自己資本比率（％） 132.4 132.2 152.9 94.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（倍） 3.1 6.9 5.8 4.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 161.3 109.1 14.7 21.6

（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×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により計算しております。

※ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」を

使用しております。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。

（４）今後の見通し

今後の経済見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による世界的な消費の落ち込みや生

産活動の停滞等から世界経済が大きく減速することが懸念されております。

当社グループのヘルスケア事業・プラスチック製品事業においては、国内では外出自粛や訪日外国人の減少による需

要への影響が予想され、また、各国の輸出先の動向が海外売上高に与えるインパクトや、海外生産拠点での操業度の進

捗状況等により、連結業績予想については現段階において合理的に算定することが困難なことから未定とさせていただ

きます。

なお、業績予想の開示が可能となった段階で速やかに公表いたします。

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、国内の同業他社との比較可能性を確保するため、会計基準につきましては日本基準を適用してお

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 1,096,567 1,565,022

受取手形及び売掛金 1,417,660 1,150,671

電子記録債権 1,216,524 1,311,553

たな卸資産 1,334,309 1,505,158

その他 79,156 108,546

貸倒引当金 △54,708 △41,051

流動資産合計 5,089,509 5,599,901

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,174,569 3,155,141

減価償却累計額 △1,477,225 △1,506,789

建物及び構築物（純額） 1,697,343 1,648,351

機械装置及び運搬具 8,349,859 8,470,435

減価償却累計額 △3,337,309 △3,676,876

機械装置及び運搬具（純額） 5,012,550 4,793,559

土地 1,094,529 1,090,095

建設仮勘定 514,889 2,273,852

その他 251,688 273,107

減価償却累計額 △202,830 △210,080

その他（純額） 48,858 63,026

有形固定資産合計 8,368,171 9,868,885

無形固定資産 14,927 8,320

投資その他の資産

投資有価証券 433,396 337,322

繰延税金資産 136,655 222,320

その他 113,016 106,898

貸倒引当金 △6,530 △4,352

投資その他の資産合計 676,537 662,189

固定資産合計 9,059,636 10,539,395

資産合計 14,149,146 16,139,297
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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 666,057 379,483

電子記録債務 - 93,921

短期借入金 4,352,517 4,226,563

未払法人税等 168,500 308,279

賞与引当金 80,061 81,497

設備関係電子記録債務 - 1,267,204

その他 573,561 607,204

流動負債合計 5,840,698 6,964,154

固定負債

長期借入金 1,327,593 1,451,382

役員退職慰労引当金 351,038 377,375

退職給付に係る負債 104,138 128,209

資産除去債務 5,363 5,372

長期預り保証金 1,400 3,400

その他 - 4,382

固定負債合計 1,789,533 1,970,122

負債合計 7,630,232 8,934,276

純資産の部

株主資本

資本金 547,436 547,436

資本剰余金 681,385 676,518

利益剰余金 5,726,162 6,519,905

自己株式 △34,829 △35,311

株主資本合計 6,920,155 7,708,548

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 164,247 96,464

為替換算調整勘定 △817,419 △856,174

その他の包括利益累計額合計 △653,171 △759,710

非支配株主持分 251,929 256,181

純資産合計 6,518,913 7,205,020

負債純資産合計 14,149,146 16,139,297
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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 6,258,056 6,563,313

売上原価 3,620,467 3,787,408

売上総利益 2,637,588 2,775,904

販売費及び一般管理費 1,516,213 1,480,071

営業利益 1,121,374 1,295,832

営業外収益

受取利息 1,734 3,556

受取配当金 16,289 17,865

作業くず売却益 11,904 9,203

不動産賃貸料 2,645 2,332

為替差益 - 68,502

その他 7,375 7,448

営業外収益合計 39,950 108,908

営業外費用

支払利息 67,099 57,107

為替差損 167,294 -

持分法による投資損失 7,005 6,186

その他 3,412 3,886

営業外費用合計 244,812 67,181

経常利益 916,512 1,337,560

特別利益

固定資産売却益 1,495 111

特別利益合計 1,495 111

特別損失

固定資産除売却損 553 1,312

投資有価証券評価損 - 1,214

減損損失 - 8,196

特別損失合計 553 10,723

税金等調整前当期純利益 917,453 1,326,948

法人税、住民税及び事業税 390,731 481,409

法人税等調整額 △6,726 △57,327

法人税等合計 384,005 424,082

当期純利益 533,448 902,866

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（△）

△19,674 545

親会社株主に帰属する当期純利益 553,123 902,321
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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 533,448 902,866

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △93,725 △67,783

為替換算調整勘定 △98,712 △39,915

持分法適用会社に対する持分相当額 1,999 1,445

その他の包括利益合計 △190,438 △106,253

包括利益 343,010 796,613

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 374,168 797,228

非支配株主に係る包括利益 △31,158 △614
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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 547,436 681,385 5,281,634 △31,147 6,479,309

当期変動額

剰余金の配当 △108,594 △108,594

親会社株主に帰属す

る当期純利益
553,123 553,123

自己株式の取得 △3,681 △3,681

連結子会社の増資に

よる持分の増減

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - 444,528 △3,681 440,846

当期末残高 547,436 681,385 5,726,162 △34,829 6,920,155

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

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 257,972 △732,189 △474,216 283,087 6,288,179

当期変動額

剰余金の配当 △108,594

親会社株主に帰属す

る当期純利益
553,123

自己株式の取得 △3,681

連結子会社の増資に

よる持分の増減

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△93,725 △85,229 △178,954 △31,158 △210,112

当期変動額合計 △93,725 △85,229 △178,954 △31,158 230,733

当期末残高 164,247 △817,419 △653,171 251,929 6,518,913
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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 547,436 681,385 5,726,162 △34,829 6,920,155

当期変動額

剰余金の配当 △108,578 △108,578

親会社株主に帰属す

る当期純利益
902,321 902,321

自己株式の取得 △482 △482

連結子会社の増資に

よる持分の増減
△4,867 △4,867

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - △4,867 793,742 △482 788,392

当期末残高 547,436 676,518 6,519,905 △35,311 7,708,548

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

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 164,247 △817,419 △653,171 251,929 6,518,913

当期変動額

剰余金の配当 △108,578

親会社株主に帰属す

る当期純利益
902,321

自己株式の取得 △482

連結子会社の増資に

よる持分の増減
△4,867

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△67,783 △38,755 △106,538 4,252 △102,286

当期変動額合計 △67,783 △38,755 △106,538 4,252 686,106

当期末残高 96,464 △856,174 △759,710 256,181 7,205,020
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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 917,453 1,326,948

減価償却費 423,655 450,417

のれん償却額 1,431 1,908

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,939 △15,799

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,241 1,436

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 17,191 24,290

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 29,721 26,337

受取利息及び受取配当金 △18,024 △21,422

支払利息 67,099 57,107

為替差損益（△は益） △9,503 △10,109

持分法による投資損益（△は益） 7,005 6,186

有形固定資産除売却損益（△は益） △941 1,201

投資有価証券評価損益（△は益） - 1,214

売上債権の増減額（△は増加） △66,289 169,993

たな卸資産の増減額（△は増加） △202,804 △173,656

仕入債務の増減額（△は減少） 172,774 △170,647

その他 211,787 △67,468

小計 1,537,856 1,607,937

利息及び配当金の受取額 17,626 21,332

利息の支払額 △66,559 △56,905

法人税等の支払額 △507,590 △343,337

営業活動によるキャッシュ・フロー 981,332 1,229,026

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 △2,912,491 △611,338

有形固定資産の売却による収入 1,495 111

投資有価証券の取得による支出 △1,246 △1,262

無形固定資産の取得による支出 △854 △3,925

貸付金の回収による収入 6,256 7,967

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△8,276 -

関係会社株式の取得による支出 △47,857 -

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,962,974 △608,447

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） △652,912 △277,440

長期借入れによる収入 1,273,722 1,200,000

長期借入金の返済による支出 △340,054 △898,288

自己株式の取得による支出 △3,681 △482

配当金の支払額 △108,190 △107,808

その他 △3,604 △1,502

財務活動によるキャッシュ・フロー 165,278 △85,521

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,024 △66,602

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,821,387 468,455

現金及び現金同等物の期首残高 2,917,955 1,096,567

現金及び現金同等物の期末残高 1,096,567 1,565,022
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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

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、取締役会が、各セグメン

トへの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。

当社グループは、「ヘルスケア事業」と「プラスチック製品事業」の２つを基本に事業を営んでおり、事業部単位

で包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは「ヘルスケア事業」及び「プラスチック製品事業」の２つを報告セグメントとしてお

ります。

「ヘルスケア事業」は、コンドーム、医療用ゴム製品及び生活自助具等を製造・販売しております。「プラスチッ

ク製品事業」は、食品用包装フィルム及び事務用ファイル等を製造・販売しております。

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」に記載

のとおりであります。

なお、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、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
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

連結財務諸
表計上額
(注)３ヘルスケア

事業

プラスチッ
ク製品
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 4,737,163 1,249,034 5,986,197 271,858 6,258,056 - 6,258,056

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

- - - - - - -

計 4,737,163 1,249,034 5,986,197 271,858 6,258,056 - 6,258,056

セグメント利益又は損失
(△)

1,563,521 30,208 1,593,729 △94,438 1,499,291 △377,917 1,121,374

セグメント資産 11,880,432 847,469 12,727,902 270,608 12,998,510 1,150,635 14,149,146

その他の項目

減価償却費 387,822 12,506 400,328 12,500 412,829 10,826 423,655

　有形固定資産及び無
　形固定資産の増加額

1,280,500 35,564 1,316,064 59,483 1,375,548 3,799 1,379,347

(注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、巡回入浴等のサービスや

日用雑貨品他を製造・販売しております。

２ セグメント利益又は損失の調整額には、セグメント間取引消去と各報告セグメントに配分していない全社費

用が含まれております。

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理部門に係る費用であります。

セグメント資産の調整額は、主に各報告セグメントに配分していない余資運用資金(現金及び預金)、長期投

資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

３ セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。



相模ゴム工業株式会社(5194) 2020年３月期 決算短信

- 12 -

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
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

連結財務諸
表計上額
(注)３ヘルスケア

事業

プラスチッ
ク製品
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 4,968,207 1,332,761 6,300,969 262,343 6,563,313 - 6,563,313

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

- - - - - - -

計 4,968,207 1,332,761 6,300,969 262,343 6,563,313 - 6,563,313

セグメント利益又は損失
(△)

1,665,128 80,172 1,745,300 △106,566 1,638,734 △342,901 1,295,832

セグメント資産 13,476,514 983,358 14,459,873 305,793 14,765,666 1,373,630 16,139,297

その他の項目

減価償却費 409,999 20,361 430,361 12,215 442,576 7,840 450,417

　有形固定資産及び無
　形固定資産の増加額

1,928,406 22,267 1,950,674 1,484 1,952,159 9,863 1,962,022

(注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、巡回入浴等のサービスや

日用雑貨品他を製造・販売しております。

２ セグメント利益又は損失の調整額には、セグメント間取引消去と各報告セグメントに配分していない全社費

用が含まれております。

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理部門に係る費用であります。

セグメント資産の調整額は、主に各報告セグメントに配分していない余資運用資金(現金及び預金)、長期投

資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

３ セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(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 577.19円 640.00円

１株当たり当期純利益 50.94円 83.10円

(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株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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(千円) 553,123 902,321

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)

553,123 902,321

期中平均株式数(千株) 10,858 10,857

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　


