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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 43,981 △16.2 2,823 △20.4 2,898 △16.5 1,929 △19.4

2020年８月期第３四半期 52,474 9.9 3,546 △6.3 3,468 △10.2 2,394 △10.3
(注) 包括利益 2021年８月期第３四半期 2,434百万円( 9.3％) 2020年８月期第３四半期 2,227百万円( △12.6％)

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 144.62 ―

2020年８月期第３四半期 179.59 ―
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年８月期第３四半期 53,911 31,038 57.4

2020年８月期 49,687 29,542 59.3
(参考) 自己資本 2021年８月期第３四半期 30,935百万円 2020年８月期 29,459百万円

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 ― 38.00 ― 38.00 76.00

2021年８月期 ― 35.00 ―

2021年８月期(予想) 35.00 70.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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 60,000 △11.9 3,400 △29.6 3,500 △27.0 2,400 △27.4 179.95
(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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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 14,415,319株 2020年８月期 14,415,319株

② 期末自己株式数 2021年８月期３Ｑ 1,065,093株 2020年８月期 1,078,289株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年８月期３Ｑ 13,345,430株 2020年８月期３Ｑ 13,331,717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および合
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仮定およ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「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拡大による影響が長期化するなか、

徐々に経済活動が再開され回復の兆しがみられたものの、変異株の流行による感染再拡大により、2021年４月には

３度目の緊急事態宣言が発令されるなど、不透明な状況となりました。

当社グループの主要ユーザーである自動車業界につきまして、海外では、中国、米国を中心に新工場建設や能増

などの設備投資があり、全体的に堅調に推移しましたが、国内は設備投資に慎重な姿勢が見られるなど、受注環境

は厳しい状況が続きました。

その結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は439億81百万円（前年同期比16.2％減）、経常利益は28億

98百万円（前年同期比16.5％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は19億29百万円（前年同期比19.4％減）と

なりました。

セグメントごとの業績は、次のとおりであります。

①日本

　日系自動車メーカー・同部品メーカーを中心に生産設備や材料の受注を取り込んできたものの、総じて小型の設

備案件が中心であったため、売上高は324億70百万円（前年同期比15.8％減）となりました。セグメント利益は売上

高の減少に加え、人件費や減価償却費が増加し販売費及び一般管理費が高止まりしたことにより、17億96百万円

（前年同期比26.3％減）となりました。

②米国

　日系自動車部品メーカー向け新規ラインの生産設備の売上を計上したことなどから、売上高は32億79百万円（前

年同期比9.7％減）、セグメント利益は87百万円（前年同期比18.8％減）となりました。

③東南アジア

　日系自動車メーカーおよび日系空調機器メーカー向け生産設備の売上を計上したことなどから、売上高は29億３

百万円（前年同期比22.1％増）、セグメント利益は３億９百万円（前年同期比7.5％増）となりました。

④中国

　前年同期に売上計上した日系自動車メーカー向け大口案件の反動などから、売上高は49億39百万円（前年同期比

28.5％減）、セグメント利益は５億45百万円（前年同期比3.8％減）となりました。

⑤その他

　前年同期に売上計上したフランスの日系自動車メーカー向け大口案件の反動などから、売上高は３億88百万円

（前年同期比61.3％減）、セグメント利益は57百万円（前年同期比55.6％減）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

第３四半期連結会計期間末の総資産は、539億11百万円となり、前連結会計年度末に比べ42億24百万円増加いたし

ました。

　流動資産は前連結会計年度末に比べ36億46百万円増加し、446億１百万円となりました。これは主に現金及び預金

が10億92百万円、受取手形及び売掛金が20億２百万円、仕掛品が５億29百万円減少しましたが、電子記録債権が20

億51百万円、商品及び製品が42億43百万円、原材料及び貯蔵品が98百万円、前渡金の増加等により流動資産のその

他が８億82百万円増加したことによるものであります。

　固定資産は前連結会計年度末に比べ５億77百万円増加し、93億10百万円となりました。これは主に投資その他の

資産のその他が25百万円減少しましたが、有形固定資産が84百万円、無形固定資産が１億16百万円、投資その他の

資産の投資有価証券が４億21百万円増加したことによるものであります。

　流動負債は前連結会計年度末に比べ28億12百万円増加し、219億49百万円となりました。これは主に支払手形及び

買掛金が26百万円、１年内返済予定の長期借入金が１億９百万円、未払法人税等が２億93百万円、引当金が１億80

百万円減少しましたが、電子記録債務が３億64百万円、短期借入金が３億36百万円、前受金が20億76百万円、未払

費用の増加等により流動負債のその他が６億44百万円増加したことによるものであります。

　固定負債は前連結会計年度末に比べ84百万円減少し、９億22百万円となりました。

　純資産合計は前連結会計年度末に比べ14億96百万円増加し、310億38百万円となりました。

　以上により、自己資本比率は、前連結会計年度末の59.3％から1.9ポイント低下し57.4%となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年８月期の連結業績予想につきましては、2020年10月12日に公表いたしました業績予想から変更しておりま

せん。
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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

(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 16,671,443 15,579,077

受取手形及び売掛金 10,872,707 8,870,119

電子記録債権 3,041,818 5,093,394

商品及び製品 5,377,207 9,620,771

仕掛品 1,746,077 1,216,570

原材料及び貯蔵品 656,574 754,934

その他 2,589,041 3,471,051

貸倒引当金 ― △4,555

流動資産合計 40,954,870 44,601,364

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,140,269 2,071,777

その他（純額） 4,377,191 4,530,170

有形固定資産合計 6,517,460 6,601,948

無形固定資産

のれん 66,950 52,603

その他 128,662 259,191

無形固定資産合計 195,612 311,795

投資その他の資産

投資有価証券 1,649,501 2,070,515

その他 371,878 346,345

貸倒引当金 △1,775 △20,288

投資その他の資産合計 2,019,604 2,396,572

固定資産合計 8,732,677 9,310,317

資産合計 49,687,548 53,911,682

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,054,267 10,027,705

電子記録債務 2,317,033 2,681,936

短期借入金 ― 336,800

1年内返済予定の長期借入金 129,734 19,992

未払法人税等 661,639 368,627

前受金 5,018,480 7,094,584

引当金 285,174 104,179

その他 671,269 1,316,109

流動負債合計 19,137,599 21,949,933

固定負債

長期借入金 33,400 18,406

退職給付に係る負債 25,733 31,962

その他 948,660 872,540

固定負債合計 1,007,793 922,908

負債合計 20,145,393 22,872,842
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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 951,106 951,106

資本剰余金 1,659,724 1,676,950

利益剰余金 28,114,328 29,070,240

自己株式 △810,714 △801,224

株主資本合計 29,914,443 30,897,071

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 201,669 296,589

繰延ヘッジ損益 9,511 △799

土地再評価差額金 △641,184 △641,184

為替換算調整勘定 △25,304 383,518

その他の包括利益累計額合計 △455,307 38,124

非支配株主持分 83,019 103,643

純資産合計 29,542,155 31,038,839

負債純資産合計 49,687,548 53,911,682
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（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

(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 52,474,832 43,981,641

売上原価 44,257,793 36,452,563

売上総利益 8,217,039 7,529,078

販売費及び一般管理費 4,670,495 4,705,626

営業利益 3,546,543 2,823,452

営業外収益

受取利息 10,495 12,774

受取配当金 18,782 16,934

受取賃貸料 37,682 32,120

その他 37,234 58,093

営業外収益合計 104,195 119,923

営業外費用

支払利息 5,668 10,484

為替差損 173,261 25,968

その他 2,973 8,764

営業外費用合計 181,903 45,217

経常利益 3,468,835 2,898,157

特別利益

固定資産売却益 1,953 2,437

投資有価証券売却益 26,892 ―

その他 670 ―

特別利益合計 29,516 2,437

特別損失

固定資産除売却損 5,411 10,224

投資有価証券売却損 16 1,997

特別損失合計 5,428 12,222

税金等調整前四半期純利益 3,492,923 2,888,372

法人税、住民税及び事業税 1,068,260 1,013,692

法人税等調整額 28,275 △66,407

法人税等合計 1,096,535 947,285

四半期純利益 2,396,387 1,941,087

非支配株主に帰属する四半期純利益 2,169 11,104

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,394,218 1,929,983
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(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 2,396,387 1,941,087

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △61,162 94,920

繰延ヘッジ損益 △6,990 △10,310

為替換算調整勘定 △100,895 408,822

その他の包括利益合計 △169,048 493,431

四半期包括利益 2,227,338 2,434,519

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,227,173 2,413,870

非支配株主に係る四半期包括利益 165 20,648
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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。

（セグメント情報等）

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

報告セグメント その他
（注）
（千円）

合計
（千円）日本

（千円）
米国

（千円）
東南アジア
（千円）

中国
（千円）

計
（千円）

売上高

外部顧客への売上高 38,557,308 3,630,985 2,377,721 6,906,953 51,472,968 1,001,864 52,474,832

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

6,798,146 378,926 1,065,802 468,527 8,711,402 112,781 8,824,183

計 45,355,454 4,009,912 3,443,523 7,375,481 60,184,370 1,114,645 61,299,016

セグメント利益 2,438,663 107,200 287,725 566,613 3,400,201 129,869 3,530,070

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、欧州および南米の現地法人の事業活

動を含んでおります。

２. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

利益
金額

（千円）

報告セグメント計 3,530,070

セグメント間取引消去 △141,836

未実現利益の調整 158,309

四半期連結損益計算書の営業利益 3,546,543
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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

報告セグメント その他
（注）
（千円）

合計
（千円）日本

（千円）
米国

（千円）
東南アジア
（千円）

中国
（千円）

計
（千円）

売上高

外部顧客への売上高 32,470,684 3,279,855 2,903,847 4,939,185 43,593,573 388,067 43,981,641

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

4,439,095 381,566 44,339 768,793 5,633,795 66,646 5,700,442

計 36,909,779 3,661,422 2,948,187 5,707,979 49,227,369 454,714 49,682,083

セグメント利益 1,796,867 87,028 309,256 545,336 2,738,488 57,636 2,796,124

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、欧州および南米の現地法人の事業活

動を含んでおります。

２. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

利益
金額

（千円）

報告セグメント計 2,796,124

セグメント間取引消去 103,001

未実現利益の調整 △75,674

四半期連結損益計算書の営業利益 2,823,452

　


