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1. 2021年8月期第3四半期の連結業績（2020年9月1日～2021年5月31日）

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、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四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年8月期第3四半期 7,604 32.9 582 ― 544 ― 352 ―

2020年8月期第3四半期 5,722 △11.4 △3 ― 38 ― △18 ―

（注）包括利益 2021年8月期第3四半期　　566百万円 （―％） 2020年8月期第3四半期　　△68百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

2021年8月期第3四半期 109.15 ―

2020年8月期第3四半期 △5.67 ―

(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

2021年8月期第3四半期 6,154 4,370 71.0 1,354.17

2020年8月期 5,187 3,847 74.2 1,191.81

（参考）自己資本 2021年8月期第3四半期 4,370百万円 2020年8月期 3,847百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

2020年8月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00

2021年8月期 ― 10.00 ―

2021年8月期（予想） ― ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

2021年8月期の期末配当金は未定となっております。

3. 2021年 8月期の連結業績予想（2020年 9月 1日～2021年 8月31日）

（％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
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 10,300 34.4 790 740.4 730 403.4 470 900.0 145.61

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 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

(4) 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） 2021年8月期3Q 3,896,000 株 2020年8月期 3,896,000 株

② 期末自己株式数 2021年8月期3Q 668,208 株 2020年8月期 668,100 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年8月期3Q 3,227,792 株 2020年8月期3Q 3,227,900 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、その達

成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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当たっての注意事項等については、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関す

る説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって経済活動が大

きく停滞しました。中国等における需要回復に牽引され多くの業種で回復傾向がみられましたが、変異ウイルスの

拡大リスク等、依然として経済活動全般の正常化の時期は見通せない状況にあります。

　このような状況の中、電動工具業界からの受注は巣ごもり関連商品が継続して好調に推移したことから増加しま

した。自動車業界からの受注は、前期の新型コロナウイルスの感染拡大の影響による減産分の挽回もあり増加しま

した。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は76億４百万円（前年同四半期比32.9％増）、営業利益は５億82

百円（前年同四半期は営業損失３百万円）、経常利益は５億44百万円（前年同四半期は経常利益38百万円）、親会

社株主に帰属する四半期純利益は３億52百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失18百万円）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日本

国内は、電動工具部品と自動車部品共に受注増加により、売上高は34億円（前年同四半期比15.0％増）、営

業利益は１億31百万円（前年同四半期は営業損失80百万円）となりました。

②中国

　中国は、受注増加により、売上高は40億12百万円（前年同四半期比63.9％増）、営業利益は４億81百万円

（同254.7％増）となりました。

③タイ

　タイは、受注増加により、売上高は４億９百万円（同9.7％増）となりましたが、営業損失は35百万円（前

年同四半期は営業損失61百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　資産合計は、前連結会計年度末と比べ９億67万円増加し61億54百万円（前連結会計年度末比18.6％増）となりま

した。これは主に現金及び預金が２億30百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が３億56百万円、たな卸資産

が１億30百万円、長期預金が５億47百万円それぞれ増加したことによるものであります。

　負債合計は、前連結会計年度末と比べ４億43百万円増加し17億83百万円（同33.1％増）となりました。これは主

に買掛金が２億95百万円、繰延税金負債が47百万円、賞与引当金が35百万円、未払法人税等が25百万円それぞれ増

加したことによるものであります。

　純資産合計は、前連結会計年度末と比べ５億23百万円増加し43億70百万円（同13.6％増）となりました。これは

主に利益剰余金が３億10百万円、為替換算調整勘定が２億８百万円それぞれ増加したことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2021年７月９日に公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年８月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,489,954 1,259,390

受取手形及び売掛金 806,751 1,163,640

商品及び製品 226,007 270,578

仕掛品 114,787 133,078

原材料及び貯蔵品 116,763 184,627

その他 158,976 195,916

貸倒引当金 △510 △570

流動資産合計 2,912,731 3,206,661

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 503,750 509,024

機械装置及び運搬具（純額） 337,085 423,289

土地 880,796 885,339

その他（純額） 93,999 120,376

有形固定資産合計 1,815,632 1,938,031

無形固定資産 15,324 12,479

投資その他の資産

投資有価証券 98,670 111,109

繰延税金資産 858 256

長期預金 258,326 805,987

その他 88,641 82,856

貸倒引当金 △3,059 △3,059

投資その他の資産合計 443,438 997,150

固定資産合計 2,274,394 2,947,660

資産合計 5,187,125 6,154,321

負債の部

流動負債

買掛金 730,889 1,026,686

未払法人税等 46,543 72,411

賞与引当金 34,620 70,140

役員賞与引当金 4,850 7,128

その他 358,768 388,477

流動負債合計 1,175,671 1,564,843

固定負債

繰延税金負債 120,232 167,608

役員退職慰労引当金 43,296 45,823

退職給付に係る負債 － 4,652

その他 892 402

固定負債合計 164,421 218,487

負債合計 1,340,092 1,783,330

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年８月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年５月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 671,787 671,787

資本剰余金 729,938 729,938

利益剰余金 2,319,721 2,630,088

自己株式 △298,844 △298,957

株主資本合計 3,422,602 3,732,857

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 44,849 50,352

為替換算調整勘定 379,580 587,781

その他の包括利益累計額合計 424,430 638,133

純資産合計 3,847,033 4,370,991

負債純資産合計 5,187,125 6,154,321
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年９月１日
　至　2020年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年９月１日

　至　2021年５月31日)

売上高 5,722,409 7,604,717

売上原価 5,217,282 6,495,064

売上総利益 505,126 1,109,653

販売費及び一般管理費 509,104 526,873

営業利益又は営業損失（△） △3,978 582,779

営業外収益

受取利息 20,855 19,784

受取配当金 231 202

為替差益 1,255 －

補助金収入 14,886 2,185

その他 5,161 3,352

営業外収益合計 42,390 25,525

営業外費用

支払利息 346 171

為替差損 － 63,824

その他 － 251

営業外費用合計 346 64,247

経常利益 38,066 544,057

特別利益

固定資産売却益 363 3,524

特別利益合計 363 3,524

特別損失

固定資産売却損 832 1,055

固定資産除却損 875 1,126

減損損失 － 7,733

特別損失合計 1,708 9,915

税金等調整前四半期純利益 36,721 537,666

法人税、住民税及び事業税 59,487 139,727

法人税等調整額 △4,449 45,608

法人税等合計 55,038 185,336

四半期純利益又は四半期純損失（△） △18,317 352,330

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△18,317 352,330

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年９月１日
　至　2020年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年９月１日

　至　2021年５月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △18,317 352,330

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 8,532 5,502

為替換算調整勘定 △58,827 208,200

その他の包括利益合計 △50,295 213,703

四半期包括利益 △68,612 566,033

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △68,612 566,033

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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（３）四半期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。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

（単位：千円）

日本 中国 タイ 計
調整額
（注１）

四半期連結損益
計算書計上額

（注２）

売上高

外部顧客への売上高 2,956,009 2,392,715 373,685 5,722,409 － 5,722,409

セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 56,241 － 56,241 △56,241 －

計 2,956,009 2,448,956 373,685 5,778,651 △56,241 5,722,409

セグメント利益又は損失

（△）
△80,816 135,729 △61,847 △6,935 2,957 △3,978

（単位：千円）

日本 中国 タイ 計
調整額
（注１）

四半期連結損益
計算書計上額

（注２）

売上高

外部顧客への売上高 3,400,135 3,794,653 409,928 7,604,717 － 7,604,717

セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 218,004 － 218,004 △218,004 －

計 3,400,135 4,012,658 409,928 7,822,722 △218,004 7,604,717

セグメント利益又は損失

（△）
131,539 481,496 △35,586 577,450 5,329 582,779

（セグメント情報）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自2019年９月１日　至2020年５月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　(注)１．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。

　２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自2020年９月１日　至2021年５月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　(注)１．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。

　２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　「タイ」セグメントにおいて、固定資産の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額

は、当第３四半期連結累計期間においては7,733千円であります。
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