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連結貸借対照表 連結損益計算書

連結包括利益計算書

（単位：百万円）
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 25,487 30,108

受取手形及び売掛金 13,590 ̶

受取手形 ̶ 6

売掛金 ̶ 11,910

商品及び製品 5,805 5,518

原材料及び貯蔵品 5,848 5,610

その他 1,506 2,553

貸倒引当金 △216 △101

流動資産合計 52,022 55,605

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 31,670 34,715

減価償却累計額及び減損損失累計額 △17,768 △19,103

建物及び構築物（純額） 13,901 15,611

機械装置及び運搬具 11,699 16,783

減価償却累計額及び減損損失累計額 △8,730 △10,326

機械装置及び運搬具（純額） 2,969 6,456

工具、器具及び備品 9,299 9,981

減価償却累計額及び減損損失累計額 △8,032 △8,435

工具、器具及び備品（純額） 1,267 1,546

土地 14,214 14,214

リース資産 258 205

減価償却累計額及び減損損失累計額 △150 △127

リース資産（純額） 108 78

建設仮勘定 7,180 34

有形固定資産合計 39,642 37,941

無形固定資産

その他 2,253 2,587

無形固定資産合計 2,253 2,587

投資その他の資産

投資有価証券 199 125

長期貸付金 100 50

繰延税金資産 1,885 2,634

その他 1,456 1,201

貸倒引当金 △25 △24

投資その他の資産合計 3,615 3,986

固定資産合計 45,511 44,516

資産合計 97,533 100,121

（単位：百万円）
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）

負債の部

流動負債

買掛金 2,770 3,431

リース債務 53 50

未払金 5,392 4,589

未払法人税等 1,943 1,271

契約負債 ̶ 2,461

賞与引当金 1,293 1,234

ポイント引当金 2,014 ̶

資産除去債務 7 2

その他 1,322 1,332

流動負債合計 14,798 14,373

固定負債

転換社債型新株予約権付社債 10,150 10,100

リース債務 63 35

役員株式給付引当金 ̶ 108

退職給付に係る負債 783 880

資産除去債務 427 496

その他 94 54

固定負債合計 11,519 11,675

負債合計 26,318 26,048

純資産の部

株主資本

資本金 10,795 10,795

資本剰余金 11,706 12,003

利益剰余金 68,050 70,766

自己株式 △19,726 △20,003

株主資本合計 70,825 73,561

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △19 100

退職給付に係る調整累計額 △251 △228

その他の包括利益累計額合計 △270 △128

新株予約権 660 640

純資産合計 71,215 74,073

負債純資産合計 97,533 100,121

（単位：百万円）
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 114,909 103,992
売上原価 33,798 34,876
売上総利益 81,110 69,116
販売費及び一般管理費
販売促進費 15,668 7,645
荷造運搬費 5,881 5,448
広告宣伝費 11,850 12,577
販売手数料 6,819 2,933
通信費 1,895 1,688
役員報酬 522 426
給料及び手当 10,813 11,075
賞与引当金繰入額 958 1,006
株式給付引当金繰入額 ̶ 108
退職給付費用 469 505
法定福利費 1,792 1,763
福利厚生費 300 286
減価償却費 2,160 2,611
研究開発費 1,003 1,257
賃借料 1,148 1,216
貸倒引当金繰入額 38 43
その他 8,210 8,749
販売費及び一般管理費合計 69,534 59,345

営業利益 11,576 9,771
営業外収益
受取利息 51 51
受取配当金 0 0
為替差益 ̶ 283
受取賃貸料 152 130
受取補償金 14 17
受取事務手数料 34 27
助成金収入 42 109
雑収入 71 59
営業外収益合計 366 680

営業外費用
支払利息 ̶ 0
固定資産賃貸費用 13 11
為替差損 118 ̶
雑損失 27 37
営業外費用合計 158 49

経常利益 11,784 10,401
特別利益
固定資産売却益 1 0
投資有価証券売却益 ̶ 31
助成金収入 482 ̶
特別利益合計 483 31

特別損失
固定資産売却損 ̶ 0
固定資産除却損 54 25
減損損失 246 680
店舗閉鎖損失 66 43
新型コロナウイルス感染症関連損失 617 ̶
その他 47 108
特別損失合計 1,033 858

税金等調整前当期純利益 11,235 9,575
法人税、住民税及び事業税 3,175 2,643
法人税等調整額 42 △489
法人税等合計 3,218 2,153
当期純利益 8,016 7,421
親会社株主に帰属する当期純利益 8,016 7,421

（単位：百万円）
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 8,016 7,421
その他の包括利益
為替換算調整勘定 △71 119
退職給付に係る調整額 77 22
その他の包括利益合計 6 142

包括利益 8,023 7,563
（内訳）
親会社株主に係る包括利益 8,023 7,563
非支配株主に係る包括利益 ̶ ̶
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連結株主資本等変動計算書 連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円） 前連結会計年度　（自2020年4月1日　至2021年3月31日）

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 10,795 11,706 64,260 △19,938 66,823
当期変動額
剰余金の配当 ̶ ̶ △4,100 ̶ △4,100
親会社株主に帰属する当期純利益 ̶ ̶ 8,016 ̶ 8,016
自己株式の取得 ̶ ̶ ̶ △1 △1
自己株式の処分 ̶ ̶ △126 213 87
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

当期変動額合計 ̶ ̶ 3,789 212 4,001
当期末残高 10,795 11,706 68,050 △19,726 70,825

（単位：百万円） 当連結会計年度　（自2021年4月1日　至2022年3月31日）

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 10,795 11,706 68,050 △19,726 70,825
会計方針の変更による累積的影響額 ̶ ̶ △602 ̶ △602
会計方針の変更を反映した当期首残高 10,795 11,706 67,448 △19,726 70,223
当期変動額
剰余金の配当 ̶ ̶ △4,102 ̶ △4,102
親会社株主に帰属する当期純利益 ̶ ̶ 7,421 ̶ 7,421
自己株式の取得 ̶ ̶ ̶ △734 △734
自己株式の処分 ̶ 296 ̶ 457 754
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

当期変動額合計 ̶ 296 3,318 △277 3,337
当期末残高 10,795 12,003 70,766 △20,003 73,561

その他の包括利益累計額
新株予約権 純資産合計

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 52 △329 △277 592 67,138
当期変動額
剰余金の配当 ̶ ̶ ̶ ̶ △4,100
親会社株主に帰属する当期純利益 ̶ ̶ ̶ ̶ 8,016
自己株式の取得 ̶ ̶ ̶ ̶ △1
自己株式の処分 ̶ ̶ ̶ ̶ 87
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △71 77 6 68 75

当期変動額合計 △71 77 6 68 4,076
当期末残高 △19 △251 △270 660 71,215

その他の包括利益累計額
新株予約権 純資産合計

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 △19 △251 △270 660 71,215
会計方針の変更による累積的影響額 ̶ ̶ ̶ ̶ △602
会計方針の変更を反映した当期首残高 △19 △251 △270 660 70,613
当期変動額
剰余金の配当 ̶ ̶ ̶ ̶ △4,102
親会社株主に帰属する当期純利益 ̶ ̶ ̶ ̶ 7,421
自己株式の取得 ̶ ̶ ̶ ̶ △734
自己株式の処分 ̶ ̶ ̶ ̶ 754
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 119 22 142 △20 121

当期変動額合計 119 22 142 △20 3,459
当期末残高 100 △228 △128 640 74,073

（単位：百万円）
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 11,235 9,575

減価償却費 3,665 4,563

減損損失 246 680

株式報酬費用 156 ̶
貸倒引当金の増減額（△は減少） △43 △114

賞与引当金の増減額（△は減少） △12 △59

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △116 ̶
役員株式給付引当金の増減額（△は減少） ̶ 108

ポイント引当金の増減額（△は減少） 96 ̶
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 118 129

受取利息及び受取配当金 △51 △51

支払利息及び社債利息 ̶ 0

為替差損益（△は益） 191 △319

投資有価証券売却損益（△は益） ̶ △31

固定資産売却損益（△は益） △1 △0

固定資産除却損 54 25

店舗閉鎖損失 66 43

助成金収入 △524 △109

新型コロナウイルス感染症関連損失 617 ̶
売上債権の増減額（△は増加） △1,526 1,779

棚卸資産の増減額（△は増加） 500 560

その他の流動資産の増減額（△は増加） △335 △964

その他の固定資産の増減額（△は増加） 50 △4

仕入債務の増減額（△は減少） △135 639

契約負債の増減額（△は減少） ̶ 27

その他の流動負債の増減額（△は減少） △347 3

その他の固定負債の増減額（△は減少） △10 △40

その他 △241 △150

小計 13,652 16,291

利息及び配当金の受取額 1 1

利息の支払額 ̶ △0

法人税等の支払額 △3,564 △3,304

助成金の受取額 524 109

新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 △617 ̶
その他 14 ̶
営業活動によるキャッシュ・フロー 10,011 13,097

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 △7,395 △4,007

有形固定資産の売却による収入 2 1

無形固定資産の取得による支出 △812 △1,081

投資有価証券の売却による収入 ̶ 103

その他の支出 △210 △86

その他の収入 279 398

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,135 △4,673

財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の処分による収入 0 733

自己株式の取得による支出 △1 △734

配当金の支払額 △4,096 △4,097

その他 △72 △56

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,170 △4,155

現金及び現金同等物に係る換算差額 △208 351

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,503 4,620

現金及び現金同等物の期首残高 27,991 25,487

現金及び現金同等物の期末残高 25,487 30,108
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