
（単位：千円）

金   額 金   額

流  動  資  産 [ 16,228,322 ] 流  動  負  債 [ 4,118,730 ]

現金及び預金 435,132 買掛金 2,824,558

売掛金 3,462,092 未払金 939,415

商品及び製品 1,580,177 未払費用 135,302

原材料及び貯蔵品 678,047 未払法人税等 9,993

前渡金 29,586 預り金 209,459

未収入金 11,868

未収消費税等 193,862

未収還付法人税等 110,423

預け金 9,727,054

その他 78

固  定  資  産 [ 9,380,549 ] 固  定  負  債 [ 1,148,678 ]

有形固定資産 ( 9,152,586 ) 長期未払金 15,143

建物 961,702 再評価に係る繰延税金負債 1,133,534

構築物 189,299

機械及び装置 3,155,240

車両運搬具 16,529 5,267,408

工具、器具及び備品 257,088

土地 4,517,900 株　主　資　本 [ 17,753,610 ]

建設仮勘定 54,825 資本金 ( 2,453,000 )

資本剰余金 ( 989,176 )

無形固定資産 ( 2,283 ) 資本準備金 981,690

電話加入権 2,283 その他資本剰余金 7,485

利益剰余金 ( 14,311,434 )

投資その他の資産 ( 225,678 ) 利益準備金 21,000

投資有価証券 10,350 その他利益剰余金 14,290,434

関係会社株式 60,000 特別償却準備金 0

出資金 3,700 繰越利益剰余金 14,290,434

長期前払費用 16,168

差入保証金 10,001 評価・換算差額等 [ 2,587,852 ]

前払年金費用 81,053 土地再評価差額金 2,587,852

繰延税金資産 39,192

その他 5,212

20,341,463

25,608,871 25,608,871

貸   借   対   照   表
(2021年3月31日)

資　　　産　　　の　　　部 負　　　債　　　の　　　部

科     目 科     目

負　債　合　計

純　資　産　の　部

純　資　産　合　計

    資　産　合　計 負債･純資産合計
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(単位:千円)

14,980,331

13,317,684

売上総利益 1,662,646

1,273,565

営業利益 389,081

営業外収益

受取利息及び配当金 21,431

その他の営業外収益 41,464 62,895

営業外費用

支払利息 373

その他の営業外費用 2,755 3,128

経常利益 448,848

特別利益

固定資産売却益 1,273

補助金収入 61,485 62,758

特別損失

固定資産除却損 14,269

減損損失 100

固定資産圧縮損 61,485 75,854

税引前当期純利益 435,752

法人税、住民税及び事業税 102,075

法人税等調整額 27,028 129,103

当期純利益 306,648

売上原価

販売費及び一般管理費

損   益   計   算   書

自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日

科　　　　　目           金              額

売上高
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（単位：千円）

その他利益剰余金

特別償却準備金 繰越利益剰余金

当期首残高 2,453,000 981,690 7,485         989,176 21,000        1,766         14,181,949 14,204,716 17,646,892 2,587,922 2,587,922 20,234,814

当期変動額

特別償却準備金の取崩 - △ 1,766 1,766 - - - -

剰余金の配当 - △ 200,000 △ 200,000 △ 200,000 - △ 200,000

当期純利益 - 306,648 306,648       306,648 - 306,648

土地再評価差額金の取崩 - 69 69 69 - 69

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

△ 69 △ 69 △ 69

当期変動額合計 - - - - - △ 1,766 108,484 106,718 106,718 △ 69 △ 69 106,648

当期末残高 2,453,000 981,690 7,485 989,176 21,000 - 14,290,434 14,311,434 17,753,610 2,587,852 2,587,852 20,341,463

株主資本等変動計算書

　（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計  土地再評価差額金
評価・換算
差額等合計

資本準備金 その他資本剰余金  資本剰余金合計 利益準備金 利益剰余金合計
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Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

1.　資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式・・・・・・・・移動平均法による原価法
その他有価証券

時価のないもの・・・・移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

2.　固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建　　　　物　　　8～50年
機械及び装置　　　5～14年

(2) 無形固定資産
　自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法に
よっております。

3.　引当金の計上基準

退職給付引当金
  従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び
 年金資産の見込額に基づき､ 計上しております。
  退職給付引当金及び退職給付費用の計算については、直近の年金財政計算上の
 数理債務をもって退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
  なお、計算の結果、退職給付引当金が借方残高となっているため、
「前払年金費用」として貸借対照表に計上しております。

4.　消費税等の会計処理
  消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

Ⅱ．表示方法の変更に関する注記
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」適用）
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号2020年3月31日）を当事業
年度の年度末に係る計算書類から適用し、計算書類に重要な会計上の見積りに関する注記を
記載しております。

Ⅲ．会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、
翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
　

繰延税金資産 千円

繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び
金額によって見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の
変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期
及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において、繰延税金
資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

個　別　注　記　表

63,881
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Ⅳ．貸借対照表に関する注記

1.　担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産

有形固定資産 8,311,625 千円

(2) 担保に係る債務
買掛金 577,622 千円
未払金 83 千円

2.　有形固定資産の減価償却累計額 17,785,528 千円

3.　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 9,853,338 千円
短期金銭債務 554,405 千円

4.　土地の再評価について
　｢土地の再評価に関する法律｣（1998年3月31日公布法律第34号）及び ｢土地の再評価に関する
法律の一部を改正する法律｣（1999年3月31日改正）に基づき事業用の土地の再評価を行い、当該
評価差額のうち法人税その他利益に関する金額を課税標準とする税金に相当する金額である「再評
価に係る繰延税金負債」を負債の部に計上し、当該繰延税金負債を控除した金額を「土地再評価差
額金」として純資産の部に計上しております。

同法律第３条第３項に定める再評価の方法
　｢土地の再評価に関する法律施行令｣（1998年3月31日公布政令第119号）第２条第５号
に定める「不動産鑑定士による鑑定評価」により算出した価格に基づいて、時点修正等合
理的な調整を行って算定しております。

再評価を行った年月日　　2000年3月31日
当該事業用土地の再評価後の帳簿価額 4,517,900 千円
当該事業用土地の当事業年度末における時価 2,252,390 千円
差額 2,265,510 千円

5.　圧縮記帳額
国庫補助金の受入に伴い、有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳累計額

建物 22,246 千円
機械装置 301,705 千円
工具、器具及び備品 23,445 千円

Ⅴ．損益計算書に関する注記

1．関係会社との取引高
営業取引による取引高

売上高 309,203 千円
仕入高 1,196,399 千円
販売費及び一般管理費 196,868 千円

営業取引以外の取引高
受取利息等 21,353 千円

2．減損損失に関する事項
(1) 当社は原則として、事業用資産については事業区分別にグルーピングし、遊休資産については、

個別物件単位でグルーピングしております。
当事業年度において当社は下記の遊休資産について減損損失を計上しております。

用途　厚生施設跡地他
場所　栃木県小山市
種類　土地

(2) 遊休資産である土地について地価の下落により帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該
減少額を減損損失（100千円）として特別損失に計上しました。なお、当該遊休資産の
回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、正味売却価額は第三者による鑑定評
価を基礎として算定しております。
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Ⅵ．株主資本等変動計算書に関する注記

1.　発行済株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類

普通株式（株）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1) 配当金支払額

決　　議

2020年6月29日

定時株主総会

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。

Ⅶ．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払賞与 千円
未払事業税 千円
会員権評価損 千円
減損損失 千円
長期未払金 千円
一括償却資産償却超過額 千円
減価償却超過額 千円
その他 千円

繰延税金資産小計 千円
評価性引当額 千円
繰延税金資産合計 千円

繰延税金負債
前払年金費用 千円

繰延税金負債合計 千円
繰延税金資産の純額 千円

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

普通株式 200,000 10,000,000 2020年3月31日 2020年6月30日

減少

20

当事業年度期首 当事業年度末

- - 20

増加

9,814

34,189
1,079
3,194
43,160

2,591
4,612

39,192

12,405
111,048

△ 47,166
63,881

△ 24,688
△ 24,688
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Ⅷ．金融商品に関する注記

1．金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針

　当社の資金運用は、大阪製鐵グループ企業相互間で余剰資金の融通をし、資金の効率化を図ることを
目的としており、一時的な余裕資金が生じる場合の資金運用については、キャッシュプール
システムを利用した大阪製鐵グループの連結資金管理システム（CMS）への貸付に限定し、
投資活動を行うための資金調達についてもCMSからの借入による方針です。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社の
与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況
を1年ごとに把握する体制としています。
　営業債務である買掛金及び未払金は、その全てが1年以内の支払期日です。
  営業債務は、流動性リスクに晒されていますが、当社では月次に資金繰り計画を作成するなどの方法に
より管理しています。

2．金融商品の時価等に関する事項
　2021年3月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません。
（（注2）参照）

（単位：千円）

貸借対照表計上額
（*）

時価（*） 差額

(1) 現金及び預金 435,132 435,132 －
(2) 売掛金 3,462,092 3,462,092 －
(3) 預け金 9,727,054 9,727,054 －
(4) 買掛金 (2,824,558) (2,824,558) －
(5) 未払金 (939,415) (939,415) －
(6) 未払法人税等 (9,993) (9,993) －

（*）負債に計上されているものについては、（　）で示しています。
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

(1) 現金及び預金、(2)売掛金、並びに(3)預け金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

(4) 買掛金、(5)未払金、並びに（6）未払法人税等
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
　非上場株式及び出資金（貸借対照表計上額74,050千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロー
を見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載を省略しております。
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Ⅸ．関連当事者との取引に関する注記

1.　親会社及び法人主要株主等

取引の内容 科目

直接

未収入金 4,508

未払金 3,547

未払費用 6,119

直接

買掛金 7,735

未払金 2,008

（注）1.上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

　　　2.取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　①資金の運用及び利息に係る条件は、市場金利等を勘案し利率を合理的に設定しております。

　　　　②製品の販売価格は、市場の実勢価格等を参考にして、その都度交渉の上で決定しております。

　　　　③原材料及び商品の購入については、市場価格等を勘案し購入価格を提示して購入しております。

　　　　④業務内容を勘案し当事者間の契約により決定しております。

Ⅹ．1株当たり情報に関する注記

1.　1株当たり純資産額

2.　1株当たり当期純利益

XI ．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

15,332,443円75銭

売掛金 630,916

10.0
原材料等の
購入

58,830

社員の出向料等 22,150

製品の販売 1,975,576

主要株主 阪和興業㈱
大阪市
中央区

45,651,276 総合商社 当社製品の販売等

親会社 大阪製鐵㈱
大阪市
中央区

8,769,337 鉄鋼業
資金運用

当社製品の販売
商品の購入等90.0

資本金又は
出資金

（千円）
属  性

会社等
の名称

住所 関連当事者との関係
事業の内容
又は職業

議決権等の
被所有割合

（％）

期末残高
（千円）

取引金額
（千円）

製品の販売

1,017,073,174円45銭

資金の運用 327,000 預け金 9,727,054

309,203 売掛金

利息の受取

116,977

未収入金 －21,126

商品等の購入

経営指導料

324,2831,042,766

未払金 －17,754

買掛金
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XII ．附属明細書（計算書類関係）
１．有形固定資産及び無形固定資産の明細

区

分

　　　（注）１．主な増減の内訳は次の通りであります。
　　　　　　 　（主な増加） 機械及び装置　 直引集塵機排ガス冷却 千円

機械及び装置　 加熱炉省エネルギー化工事 千円
　　　　　 　　（主な減少） 機械及び装置　 集塵機緩衝塔改造 千円

機械及び装置　 4群ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 千円

　　　　　　２．無形固定資産の期末帳簿価額に重要性がないため、期首残高、当期増加額及び当期減少額の
　　　　　　　　記載を省略しております。
　　　　　　３．「当期減少額」欄の（　）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
　　　　　　４．「当期減少額」欄の【　】は内数で、当期の圧縮記帳額であります。

228,328
78,148
37,150
7,400

               - 2,283

計                -                -                - 27,153,004 17,998,134 760,568 9,154,870

212,605 212,605 1,807                 -

電話加入権  -                -                - 2,283                -

(100)

無
形
固
定
資
産

ソフトウエア  -                -                -

               - 54,825

26,355,963 1,740,270    1,158,119 26,938,115 17,785,528 758,761 9,152,586

建設仮勘定 114,957 840,069      900,201 54,825                -

(100)

257,088

土 地

4,518,000 -            100 4,517,900 - - 4,517,900

201,125 9,040 16,529

工具、器具
及び備品

1,263,298 87,163      116,562 1,233,899 976,811 116,811

539,759 3,155,240

 【61,485】

車両運搬具 211,173 6,482                - 217,655

699,641 510,341 20,631 189,299

機械及び装置
15,890,017 754,505      131,625 16,512,898 13,357,657

2,739,592 72,518 961,702

有
形
固
定
資
産

建　　　　物 3,687,065 21,820          7,590 3,701,294

構 築 物 671,450 30,230          2,039

増 加 額 減 少 額 残　　高 償却累計額 償 却 額 帳簿価額

（単位：千円）

資産の種類
期　　首 当　　期 当　　期 期　　末 期 末 減 価 当　　期 差引期末

残　　高

計

 【61,485】
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２．販売費及び一般管理費の明細

(単位：千円)

科 目 金 額

計 1,273,565

支払手数料 26,068

雑費 75,007

研究開発費 3,180

修繕費 15,205

保険料 2,755

寄付金 14

図書費 1,040

諸会費 2,150

会議費 283

租税公課 36,549

事務消耗品費 1,354

水道光熱費 314

交際費 2,764

賃借料 13,741

減価償却費 18,709

厚生費 21,178

雑給 34,546

荷造運搬費 162,975

従業員賞与 43,638

退職給付費用 6,475

法定福利費 28,736

広告費 900

役員報酬 53,451

従業員給料 99,069

運送費 609,573

旅費･交通費 8,970

通信費 4,908
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