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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 89,232 △5.2 26,512 7.8 26,946 7.9 19,370 9.0

2019年3月期 94,165 △4.3 24,592 △10.6 24,972 △10.3 17,775 △6.7

（注）包括利益 2020年3月期　　17,487百万円 （4.2％） 2019年3月期　　16,782百万円 （△19.1％）

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 494.89 ― 15.5 17.2 29.7

2019年3月期 445.78 ― 15.1 16.2 26.1

（参考） 持分法投資損益 2020年3月期 ―百万円 2019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

2020年3月期 157,875 128,468 81.4 3,301.09

2019年3月期 155,985 121,131 77.7 3,049.78

（参考） 自己資本 2020年3月期 128,468百万円 2019年3月期 121,131百万円

(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 27,468 △2,528 △10,173 73,322

2019年3月期 21,129 △5,744 △9,524 58,555

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 ― 75.00 ― 75.00 150.00 5,957 33.6 5.1

2020年3月期 ― 75.00 ― 75.00 150.00 5,840 30.3 4.7

2021年3月期(予想) ― 75.00 ― 75.00 150.00 38.9

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）
（％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) 41,000 △9.2 10,900 △20.7 11,100 △20.3 7,900 △17.3 203.00

通期 82,900 △7.1 20,800 △21.5 21,200 △21.3 15,000 △22.6 385.43

　 新型コロナウイルス感染症拡大により、医療機関への受診抑制や情報提供活動の制限など、当社グループの事業活動に影響が生じております。そのため、

当社グループの業績がある程度の影響を受けることを見込んでおりますが、現時点では予測が困難であることから、その影響は織り込んでおりません。今後、
業績予想の修正が必要となった場合には、速やかに開示いたします。



※ 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

(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 45,939,730 株 2019年3月期 48,439,730 株

② 期末自己株式数 2020年3月期 7,022,576 株 2019年3月期 8,721,768 株

③ 期中平均株式数 2020年3月期 39,140,165 株 2019年3月期 39,874,831 株

（注）期末自己株式数には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式が含まれております(2020年3月期 41,100株)。また、株式給付信託(BBT)が保有する

当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております(2020年3月期 14,598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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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。

（決算補足説明資料の入手方法）

　決算補足説明資料は、決算短信とあわせて、当社ホームページに掲載する予定であります。
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１．経営成績等の概況 

（１）当期の経営成績の概況 

当社グループの当連結会計年度の業績は、売上高が 89,232百万円(対前年同期比 5.2％減)となり

ました。 

利益面では、売上高は減少したものの、販売費及び一般管理費の減少により、営業利益は 26,512

百万円(対前年同期比 7.8％増)となりました。販売費及び一般管理費が減少した主たる要因は、研

究開発費が 6,418 百万円(対前年同期比 37.5％減)となったためであります。経常利益は 26,946 百

万円(対前年同期比 7.9％増)、親会社株主に帰属する当期純利益は 19,370 百万円(対前年同期比

9.0％増)となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。

① 薬業

医薬品・医療機器につきましては、爪白癬治療剤「クレナフィン」の売上は概ね前年並みであり

ましたが、関節機能改善剤「アルツ」、高脂血症治療剤「リピディル」の売上減少及び海外売上高の

減少などにより減収となりました。 

その背景としましては、ジェネリック医薬品を含む競合品や薬価改定の影響などがあげられます。 

農業薬品につきましては減収となりました。 

この結果、売上高は 86,853百万円(対前年同期比 5.4％減)、セグメント利益(営業利益)は 25,048

百万円(対前年同期比 8.4％増)となりました。 

なお、海外売上高は 8,012百万円(対前年同期比 11.1％減)となりました。 

② 不動産事業

不動産事業の主たる収入は文京グリーンコート関連の賃貸料であります。売上高は 2,378百万円

(対前年同期比 0.8％増)、セグメント利益(営業利益)は 1,463百万円(対前年同期比 0.8％減)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総資産は 157,875百万円となり、前連結会計年度末に比べ 1,889百万

円の増加となりました。これは主に、現金及び預金の増加によるものであります。 

負債は 29,406百万円となり、前連結会計年度末に比べ 5,447百万円の減少となりました。これは

主に、支払手形及び買掛金の減少によるものであります。 

また、純資産は 128,468百万円となり、前連結会計年度末に比べ 7,337百万円の増加となりまし

た。これは主に、利益剰余金の増加によるものであります。 

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

   当連結会計年度末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 14,766百万円増加の 73,322百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動の結果得られた資金は 27,468百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純

利益によるものであります。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は 2,528百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得に

よるものであります。 

   （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   財務活動の結果使用した資金は 10,173百万円となりました。これは、配当金の支払と自己株式

の取得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 

2016年３月期 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 （％） 67.6  76.0  74.7  77.7  81.4  

時価ベースの自己資本比率 （％） 212.0  190.3  166.1  128.1  124.0  

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 14.3  25.3  17.9  18.3  14.0  

インタレスト・カバレッジ・レシオ  （倍） 979.4  703.1  1,295.6  1,219.8  1,556.6  

    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算出しております。

※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。

※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。

※利払いは、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 

次期の業績につきましては、売上高は、「クレナフィン」等が伸長するものの、薬価改定の影響を

吸収するまでには至らず、また、医薬品輸出、特許料収入も減少することから、全体としては減収

を見込んでおります。利益につきましては売上高の減少に伴い、減益となる予定です。連結売上高

は 82,900百万円、営業利益は 20,800百万円、経常利益は 21,200百万円、親会社株主に帰属する当

期純利益は 15,000百万円を見込んでおります。 

なお、新型コロナウイルス感染症拡大により、医療機関への受診抑制や情報提供活動の制限など、

当社グループの事業活動に影響が生じております。そのため、当社グループの業績がある程度の影

響を受けることを見込んでおりますが、現時点では予測が困難であることから、その影響は織り込

んでおりません。今後、業績予想の修正が必要となった場合には、速やかに開示いたします。 

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、海外に連結子会社を持たない現状を踏まえ、日本基準を適用しております。 

日本の会計基準は、これまでのコンバージェンスの結果、高品質かつ国際的に遜色のないものとなっ

ていると認識しておりますが、引き続き、金融庁企業会計審議会での議論等を注視しつつ、会計基準の

適切な選択につとめてまいります。 
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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：百万円)

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 46,956 59,722 

受取手形及び売掛金 30,340 21,800 

有価証券 11,599 13,599 

商品及び製品 6,113 4,762 

仕掛品 2,647 2,829 

原材料及び貯蔵品 4,959 4,683 

その他 1,114 938 

貸倒引当金

△0 △0

流動資産合計 103,731 108,336 

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 41,668 41,821 

減価償却累計額
△24,224 △25,057

建物及び構築物（純額） 17,443 16,764 

機械装置及び運搬具

15,345 15,542 

減価償却累計額

△12,199 △12,763

機械装置及び運搬具（純額） 3,146 2,778 

工具、器具及び備品
7,380 7,393 

減価償却累計額
△6,059 △6,061

工具、器具及び備品（純額） 1,320 1,331

土地

4,324 4,324

建設仮勘定

166 317

有形固定資産合計 26,402 25,518

無形固定資産
551 414

投資その他の資産

投資有価証券 17,068 15,036 

長期前払費用 4,610 4,450 

繰延税金資産 2,934 3,229 

その他
685 888 

投資その他の資産合計 25,299 23,605 

固定資産合計 52,254 49,538 

資産合計 155,985 157,875 
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(単位：百万円)

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 10,729 7,720 

電子記録債務 1,529 962 

短期借入金 3,875 3,850 

未払金 3,639 2,803 

未払費用 427 535 

未払法人税等 4,042 2,904 

賞与引当金 1,149 1,082 

役員賞与引当金 86 93 

返品調整引当金 7 4 

売上割戻引当金 314 312

その他

1,777 1,386

流動負債合計 27,580 21,655

固定負債

株式給付引当金 － 47

退職給付に係る負債 6,642 7,303

その他
631 400

固定負債合計 7,274 7,750 

負債合計 34,854 29,406 

純資産の部

株主資本

資本金 23,853 23,853 

資本剰余金 11,408 11,406 

利益剰余金 109,057 114,869 

自己株式
△26,782 △23,373

株主資本合計 117,536 126,756 

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,524 3,116 

退職給付に係る調整累計額
△930 △1,404

その他の包括利益累計額合計 3,594 1,712 

純資産合計 121,131 128,468 

負債純資産合計 155,985 157,875 
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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：百万円)

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 94,165 89,232 

売上原価

40,366 38,753 

売上総利益 53,799 50,478 

返品調整引当金戻入額 2 2 

差引売上総利益 53,802 50,481 

販売費及び一般管理費

給料 6,826 6,314 

賞与及び賞与引当金繰入額 1,649 1,481 

役員賞与引当金繰入額 86 93 

退職給付費用 634 476 

研究開発費 10,261 6,418 

減価償却費 224 231

その他
9,525 8,953

販売費及び一般管理費合計 29,209 23,969

営業利益 24,592 26,512

営業外収益

受取利息 6 7 

受取配当金 345 385 

その他
112 155 

営業外収益合計 464 549 

営業外費用

支払利息 17 17 

為替差損 39 50 

保険解約損 － 25

その他
27 20

営業外費用合計 84 114

経常利益 24,972 26,946

特別利益

固定資産売却益 － 4 

投資有価証券売却益

0 3 

特別利益合計 0 7 

特別損失

固定資産除却損 44 68 

減損損失 － 287 

ゴルフ会員権売却損
4 6 

特別損失合計 49 362

税金等調整前当期純利益 24,922 26,592

法人税、住民税及び事業税
8,022 6,686

法人税等調整額
△874 535

法人税等合計 7,147 7,222

当期純利益 17,775 19,370 

親会社株主に帰属する当期純利益 17,775 19,370 
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（連結包括利益計算書）

(単位：百万円)

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 17,775 19,370 

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △985 △1,408

退職給付に係る調整額

△6 △473

その他の包括利益合計 △992 △1,882

包括利益 16,782 17,487 

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 16,782 17,487 
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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：百万円)

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本合

計

その他有価

証券評価差

額金

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 23,853 11,408 97,284 △23,259 109,287 5,510 △923 4,587 113,874

当期変動額

剰余金の配当 △6,002 △6,002 △6,002

親会社株主に帰属する

当期純利益

17,775 17,775 17,775

自己株式の取得 △3,523 △3,523 △3,523

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

△985 △6 △992 △992

当期変動額合計 ― ― 11,772 △3,523 8,249 △985 △6 △992 7,256 

当期末残高 23,853 11,408 109,057 △26,782 117,536 4,524 △930 3,594 121,131 

  　　　当連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本合

計

その他有価

証券評価差

額金

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 23,853 11,408 109,057 △26,782 117,536 4,524 △930 3,594 121,131

当期変動額

剰余金の配当 △5,897 △5,897 △5,897

親会社株主に帰属する

当期純利益

19,370 19,370 19,370

自己株式の取得 88 △4,341 △4,252 △4,252

自己株式の消却 △1 △7,748 7,750 ― ―

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

△1,408 △473 △1,882 △1,882

当期変動額合計 ― △1 5,812 3,408 9,219 △1,408 △473 △1,882 7,337 

当期末残高 23,853 11,406 114,869 △23,373 126,756 3,116 △1,404 1,712 128,468 
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（４）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 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 24,922 26,592 

減価償却費 2,153 2,312 

減損損失 － 287 

長期前払費用償却額 446 449 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △154 △22

受取利息及び受取配当金 △351 △393

支払利息 17 17 

有形固定資産除却損 43 61 

売上債権の増減額（△は増加） 2,975 8,539 

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,930 1,446 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,193 △3,576

その他
△1,928 △813

小計 29,861 34,900 

利息及び配当金の受取額

351 393 

利息の支払額 △17 △17

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△9,065 △7,807

営業活動によるキャッシュ・フロー 21,129 27,468 

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 △1,908 △2,159

無形固定資産の取得による支出 △220 △43

投資有価証券の取得による支出 △1 －

長期前払費用の取得による支出 △3,661 △400

その他

47 75

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,744 △2,528

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） － △25

自己株式の純増減額（△は増加） △3,523 △4,252

配当金の支払額
△6,001 △5,896

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,524 △10,173

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,860 14,766

現金及び現金同等物の期首残高 52,694 58,555

現金及び現金同等物の期末残高 58,555 73,322 
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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）

１．セグメント情報

（１）報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社及び連結子会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、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、医薬品、医療機器及び農業薬品の製造・販売並びに不動産賃貸の事業を営んでおり、業種

　別に事業に従事する経営スタイルを採用しております。また、各事業の運営は、事業ごとに主体的に行われ、包括

　的な事業戦略を立案し、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、事業の運営を基礎とした業種別のセグメントから構成されており、「薬業」及び「不

　動産事業」の２つを報告セグメントとしております。

　　「薬業」は、医薬品、医療機器及び農業薬品の製造・販売を主とし、「不動産事業」は、文京グリーンコート関連の

　不動産賃貸を主としております。

（２）報告セグメントごとの売上高、利益、資産及びその他の項目の金額の算定方法

報告セグメントの利益は、営業利益であります。

また、共用資産については、各報告セグメントに配分しておりませんが、関連する費用については、合理的な基

 準に基づき各報告セグメントに配分しております。

（３）報告セグメントごとの売上高、利益、資産及び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）

 売     上     高

外部顧客への売上高 91,804 2,360 94,165 ― 94,165

セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ― ― ―

計 91,804 2,360 94,165 ― 94,165

セグメント利益 23,116 1,476 24,592 ― 24,592

セグメント資産 81,908 10,277 92,186 63,799 155,985

 その他の項目

減価償却費　（注）２ 2,302 297 2,600 ― 2,600

6,405 19 6,424 ― 6,424

（注）１．

２．減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用が含まれております。

セグメント資産の調整額63,799百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、
主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金であります。

有形固定資産及び無形固定資産の増
加額　（注）２

報告セグメント
調整額
(百万円)
（注）１

連結財務諸
表計上額
(百万円)

薬業 不動産事業 計
（百万円）（百万円） （百万円）
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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）

 売     上     高

外部顧客への売上高 86,853 2,378 89,232 ― 89,232

セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ― ― ―

計 86,853 2,378 89,232 ― 89,232

セグメント利益 25,048 1,463 26,512 ― 26,512

セグメント資産 69,597 10,024 79,621 78,253 157,875

 その他の項目

減価償却費　（注）２ 2,464 297 2,761 ― 2,761

1,680 44 1,724 ― 1,724

（注）１．

２．減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用が含まれております。

セグメント資産の調整額78,253百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、
主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金であります。

有形固定資産及び無形固定資産の増
加額　（注）２

報告セグメント
調整額
(百万円)
（注）１

連結財務諸
表計上額
(百万円)

薬業 不動産事業 計
（百万円）（百万円） （百万円）
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２．関連情報

前連結会計年度（自　2018年４月１日　至　2019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連結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

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

（３）主要な顧客ごとの情報

アルフレッサ㈱  薬業

㈱スズケン  薬業

㈱メディセオ  薬業

当連結会計年度（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連結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

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

（３）主要な顧客ごとの情報

アルフレッサ㈱  薬業

㈱スズケン  薬業

㈱メディセオ  薬業

３．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

　　前連結会計年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

 該当事項はありません。

 当連結会計年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

薬業
（百万円）

不動産事業
（百万円）

計
（百万円）

 減損損失 287 ― 287 ― ― 287 

４．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

 該当事項はありません。

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

 該当事項はありません。

　顧客の名称又は氏名 売上高 （百万円） 関連するセグメント名

17,007 

14,397 

13,018 

その他
（百万円）

全社・消去
（百万円）

合計
（百万円）

報告セグメント

売上高 （百万円）　顧客の名称又は氏名 関連するセグメント名

15,890 

13,776 

12,611 
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（１株当たり情報）

 １株当たり純資産額 3,049円78銭 3,301円09銭

 １株当たり当期純利益 445円78銭 494円89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。

３．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

 親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 17,775 19,370

 普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

 普通株式に係る親会社株主に帰属する
 当期純利益（百万円）

17,775 19,370

 普通株式の期中平均株式数（千株） 39,874 39,140

４．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

 純資産の部の合計額（百万円） 121,131 128,468

 純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －

 普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 121,131 128,468

 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（千株）

39,717 38,917

（重要な後発事象）

  該当事項はありません。

前連結会計年度 当連結会計年度
（2019年３月31日） （2020年３月31日）

前連結会計年度 当連結会計年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日

 至 2019年３月31日）  至 2020年３月31日）

２．当連結会計年度より、株式給付信託(BBT)を導入しております。株主資本において自己株式として

　計上している信託が保有する当社株式は、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数か

ら控除する自己株式に含めており、また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計

算において控除する自己株式に含めております。

１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、当連結会計年度において

　41,100株であり、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、

当連結会計年度において14,598株であります。

当連結会計年度
（自 2019年４月１日

 至 2020年３月31日）

前連結会計年度
（自 2018年４月１日

 至 2019年３月31日）
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