
会社名　ＹＫＫ ＡＰ株式会社 上場の有無　非上場

ＵＲＬ　　https://www.ykkap.co.jp

代表者 （役職名）　代表取締役社長 （氏名）　堀　秀充

問合せ先責任者 （役職名）　経理部長 （氏名）　山田　公彦 TEL　0765-54-8858

（百万円未満切捨て）

１．2021年3月期の連結業績（2020年4月1日～2021年3月31日）

（１）　連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期

（注）　包括利益　　　　　2021年 3月期　　　48,388百万円（―％）

円　　銭 ％ ％ ％

2021年3月期

（注）　2021年3月期より連結財務諸表を作成しているため、2020年3月期の数値及び対前年期増減率については記載しておりません。

また、自己資本当期純利益率及び総資産経常利益率は連結初年度のため、それぞれ期末自己資本及び期末総資産額に基づいて計算しております。

（２）　連結財政状態

百万円 百万円 ％ 円　　銭

2021年3月期

（参考）　自己資本　　　　　2021年 3月期　　　221,705百万円

（注）　2021年3月期より連結財務諸表を作成しているため、2020年3月期の数値については記載しておりません。

（３）　連結キャッシュ・フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円

2021年3月期

（注）　2021年3月期より連結財務諸表を作成しているため、2020年3月期の数値については記載しておりません。

２．2022年3月期の連結業績予想（2021年4月1日～2022年3月31日） （％表示は対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

通期
（注）　上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。

実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

※当社グループは現在日本基準で連結財務諸表を作成しております。

※当資料は公認会計士又は監査法人の監査を受けておりません。

２０２１年３月期　　ＹＫＫ ＡＰ（株）　連結決算の概要

１株当たり純資産

20,287.47

純資産

─

経常利益

23,007

売上高

20,952402,884

214,410.02

自己資本比率

売上高 営業利益

2.3

経常利益 当期純利益

△ 1.922,563 14,133 △ 34.3

１株当たり
当期純利益

56.9225,130

総資産

389,715

自己資本
当期純利益率

9.6

総資産
経常利益率

5.9

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

29,623 △3,848 △9,602 27,223

423,173 5.0 21,435

売上高
営業利益率

5.2

2021年7月7日

─ ─

親会社株主に帰属する
当期純利益

21,301─

営業利益



３．連結財務諸表

(１)【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当連結会計年度
(2021年3月31日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 27,553

　　受取手形及び売掛金 113,613

　　たな卸資産 45,765

　　預け金 35,728

　　その他 4,854

　　貸倒引当金 △498

　　流動資産合計 227,016

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物及び構築物 138,736

　　　　減価償却累計額 △106,303

　　　　建物及び構築物（純額） 32,432

　　　機械装置及び運搬具 279,772

　　　　減価償却累計額 △228,208

　　　　機械装置及び運搬具（純額） 51,564

　　　土地 23,294

　　　建設仮勘定 3,992

　　　その他 7,276

　　　　減価償却累計額 △3,456

　　　　その他（純額） 31,106

　　　有形固定資産合計 115,103

　　無形固定資産 15,871

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 16,503

　　　繰延税金資産 11,249

　　　その他 4,826

　　　貸倒引当金 △855

　　　投資その他の資産合計 31,723

　　固定資産合計 162,698

　資産合計 389,715



(単位：百万円)

当連結会計年度
(2021年3月31日)

負債の部

　流動負債

　　支払手形及び買掛金 47,813

　　短期借入金 90

　　未払法人税等 1,156

　　賞与引当金 10,120

　　従業員預り金 22,865

　　その他 32,909

　　流動負債合計 114,956

　固定負債

　　繰延税金負債 1,973

　　退職給付に係る負債 42,948

　　役員退職慰労引当金 291

　　その他 4,414

　　固定負債合計 49,628

　負債合計 164,584

純資産の部

　株主資本

　　資本金 14,000

　　資本剰余金 99,760

　　利益剰余金 119,310

　　株主資本合計 233,071

　その他の包括利益累計額

　　その他有価証券評価差額金 4,808

　　繰延ヘッジ損益 1,141

　　為替換算調整勘定 4,373

　　退職給付に係る調整累計額 △21,689

　　その他の包括利益累計額合計 △11,366

　非支配株主持分 3,425

　純資産合計 225,130

負債純資産合計 389,715



(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)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

売上高 402,884

売上原価 270,180

売上総利益 132,704

販売費及び一般管理費 111,751

営業利益 20,952

営業外収益

　受取利息 200

　受取配当金 303

　雑収入 2,719

　営業外収益合計 3,222

営業外費用

　支払利息 288

　為替差損 161

　雑損失 717

　営業外費用合計 1,168

経常利益 23,007

特別利益

　固定資産売却益 6

　その他 0

　特別利益合計 6

特別損失

　固定資産売却損 123

　固定資産除却損 452

　減損損失 149

　災害損失 380

　その他 176

　特別損失合計 1,282

税引前当期純利益 21,730

法人税、住民税及び事業税 4,230

法人税等調整額 △4,015

法人税等合計 214

当期純利益 21,516

非支配株主に帰属する当期純利益 214

親会社株主に帰属する当期純利益 21,301



(連結包括利益計算書)

(単位：百万円)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当期純利益 21,516

その他の包括利益

　その他有価証券評価差額金 3,400

　繰延ヘッジ損益 1,100

　為替換算調整勘定 3,876

　退職給付に係る調整額 18,495

　その他の包括利益合計 26,872

包括利益 48,388

（内訳）

　親会社株主に係る包括利益 47,246

　非支配株主に係る包括利益 1,142



(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

当連結会計年度　(自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)

当期首残高

当期変動額

増資

剰余金の配当

連結範囲の変動

当期変動額合計

当期末残高

当期首残高

当期変動額

増資

剰余金の配当

連結範囲の変動

当期変動額合計

当期末残高

4,000

26,350

99,760

17,264

119,310

497 △40,185 △38,239 ― 147,217

4,000

3,400 1,100

1,408 40

その他の包括利益累計額

△4,037

21,301

3,876 18,495 26,872 3,425 77,912

4,808 1,141 4,373 △21,689 △11,366 3,425 225,130

△4,037

21,301

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

26,350

3,400 1,100 3,876 18,495 26,872 3,425 30,297

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

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

14,000

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

4,000

―

47,614

233,071

26,350

△4,037

21,301

26,350

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金
株主資本
合計

10,000 73,410 185,456102,046

4,000

親会社株主に帰属する
当期純利益

親会社株主に帰属する
当期純利益



(４)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

当連結会計年度
(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

税金等調整前当期純利益 21,730

減価償却費 18,131

貸倒引当金の増減額（△は減少） △212

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △9,228

受取利息及び受取配当金 △503

支払利息 288

有形固定資産除却損 218

有形固定資産売却損益（△は益） 117

売上債権の増減額（△は増加） 8,880

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,743

仕入債務の増減額（△は減少） △4,953

その他 2,513

　小計 34,238

　利息及び配当金の受取額 513

　利息の支払額 △324

　法人税等の支払額 △4,804

　営業活動によるキャッシュ・フロー 29,623

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付金の純増減額（△は増加） 6,616

有形固定資産の取得による支出 △13,637

有形固定資産の売却による収入 368

無形固定資産の取得による支出 △2,169

投資有価証券の取得による支出 △401

投資有価証券の売却及び償還による収入 8

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

5,527

その他 △161

　投資活動によるキャッシュ・フロー △3,848

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） △4,997

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △246

長期借入金の返済による支出 △321

配当金の支払額 △4,037

　財務活動によるキャッシュ・フロー △9,602

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,654

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 17,827

現金及び現金同等物の期首残高 9,395

現金及び現金同等物の期末残高 27,223


