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1. 2021年8月期の連結業績（2020年8月21日～2021年8月20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 ％

2021年8月期 17,285 3.8 448 41.3 479 39.4 333 42.6

2020年8月期 16,658 △0.2 317 11.0 344 9.3 233 8.0

（注）包括利益 2021年8月期　　339百万円 （36.1％） 2020年8月期　　249百万円 （50.9％）

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 ％ ％ ％

2021年8月期 62.04 ― 10.2 5.7 2.6

2020年8月期 42.06 ― 7.5 4.2 1.9

（参考） 持分法投資損益 2021年8月期 ―百万円 2020年8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

2021年8月期 8,446 3,405 40.3 634.45

2020年8月期 8,447 3,124 37.0 582.20

（参考） 自己資本 2021年8月期 3,405百万円 2020年8月期 3,124百万円

(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

2021年8月期 400 △52 △412 2,285

2020年8月期 546 107 △70 2,350

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 ％ ％

2020年8月期 ― 0.00 ― 11.00 11.00 59 26.2 2.0

2021年8月期 ― 0.00 ― 14.00 14.00 75 22.6 2.3

2022年8月期(予想) ― 0.00 ― 14.00 14.00 23.1

3. 2022年8月期の連結業績予想（2021年8月21日～2022年8月20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) 8,440 ― 202 ― 254 ― 172 ― 32.04

通期 17,310 ― 390 ― 490 ― 325 ― 60.55

注) 2022年8月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用するため、上記の連結業績予想は当該会計基準等を適用した後の

金額となっており、対前期及び対前年同四半期増減率は記載しておりません。



※ 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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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） 2021年8月期 5,725,000 株 2020年8月期 5,725,000 株

② 期末自己株式数 2021年8月期 357,886 株 2020年8月期 357,886 株

③ 期中平均株式数 2021年8月期 5,367,114 株 2020年8月期 5,552,383 株

（参考）個別業績の概要

1. 2021年8月期の個別業績（2020年8月21日～2021年8月20日）

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年8月期 7,993 △0.3 219 △2.3 285 0.8 192 4.6

2020年8月期 8,020 △0.5 225 14.3 283 16.1 184 8.8

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
円 銭 円 銭

2021年8月期 35.89 ―

2020年8月期 33.16 ―

(2) 個別財政状態

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 4,827 2,672 55.3 497.87

2020年8月期 4,684 2,537 54.2 472.70

（参考） 自己資本 2021年8月期 2,672百万円 2020年8月期 2,537百万円

2. 2022年8月期の個別業績予想（2021年8月21日～2022年8月20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 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純利

益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 4,032 ― 197 ― 132 ― 24.59

通期 8,070 ― 302 ― 205 ― 38.19

注) 2022年8月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用するため、上記の個別業績予想は当該会計基準等を適用した後の

金額となっており、対前期及び対前年同四半期増減率は記載しておりません。

※ 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

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。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、依然として厳しい状況で推移

いたしました。各種政策の効果や海外経済の改善により持ち直しの動きは続いているものの、先行き不透明な事業

環境が続いております。

このような中、在宅勤務やペーパーレス化の影響で、基盤事業であるリサイクルトナー等の出荷は微減となりま

した。一方、多様な働き方の広がりや、DXの推進で関心が高まるWEB会議に対応するネットワーク機器、テレワーク

で必要となるセキュリティ機器などのITソリューション商品・サービスへの需要は一層増加しております。また、

新型コロナウイルス感染症対策で需要が多い除菌消臭液や飛沫防止パネル、空気清浄機等の環境・衛生商品の拡販

(連結子会社の増加も含む)も順調に推移いたしました。

　これらの結果、当連結会計年度の営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益において上場来最高益

を達成し、売上高は17,285,817千円(前連結会計年度比3.8％増)、営業利益は448,766千円(前連結会計年度比41.3％

増)、経常利益は479,802千円(前連結会計年度比39.4％増)、親会社株主に帰属する当期純利益は333,019千円(前連

結会計年度比42.6％増)となりました。

　なお、当社グループの事業は単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

（２）当期の財政状態の概況

(イ) 資産

当連結会計年度末における総資産は前連結会計年度末に比べ1,252千円減少し、8,446,516千円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ14,330千円増加し、5,664,481千円となりました。これは、主に受取手形

及び売掛金が91,181千円増加し、現金及び預金が67,084千円、商品及び製品が15,618千円減少したこと等によりま

す。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ15,582千円減少し、2,782,035千円となりました。これは、有形固定資産

が10,358千円、無形固定資産が2,787千円、投資その他の資産が2,436千円減少したことによります。

(ロ) 負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べ138,575千円減少し、4,566,672千円となりました。これは、主に支払手形

及び買掛金が50,505千円増加し、短期借入金が196,861千円減少したこと等によります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ143,120千円減少し、474,641千円となりました。これは、主に長期借入金

が156,378千円減少したこと等によります。

(ハ) 純資産

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ280,443千円増加し、3,405,203千円となりました。これは、主に利益剰

余金が273,981千円増加したこと等によります。

（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65,089千円減少の

2,285,259千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりで

あります。

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果獲得した資金は400,037千円となりました。収入の主な要因は、税金等調整前当期純利益505,456

千円であり、支出の主な要因は、法人税等の支払額141,822千円等であります。

(ロ) 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52,860千円となりました。収入の主な要因は、投資有価証券の売却による収入

40,400千円であり、支出の主な要因は、有形固定資産の取得による支出71,947千円等によるものであります。
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(ハ) 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412,266千円となりました。支出の主な要因は、長期借入金の返済による支出

253,239千円、短期借入金の純減額100,000千円等であります。

　

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

　

2017年8月期 2018年8月期 2019年8月期 2020年8月期 2021年8月期

自己資本比率 (％) 34.3 37.3 38.6 37.0 40.3

時価ベースの自己資本比率
(％)

25.4 24.4 23.5 22.7 26.0

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率 (％)

421.5 678.2 613.6 241.8 242.2

インタレスト・カバレッジ・
レシオ (倍)

28.4 18.8 24.0 68.4 71.9

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／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

※キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。

※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。

（４）今後の見通し

今後のわが国経済につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大による停滞が続くことが懸念されており、各

種政策やワクチン接種の促進により持ち直しの動きもみられるものの、変異株の広がりなど未だ収束がみえない状況

であることから、当社グループの企業活動及び需給動向が影響を受ける可能性があると認識しております。

また、ペーパーレスやテレワークなどの新たな働き方への対応やSDGsへの関心の高まり等により、顧客の価値観も

大きく変化しております。この変化に対応し、成長につなげるため、当社グループは、新たに「Change the office

mirai」を長期ビジョンと定め、2024年8月期までの3か年の中期経営計画として「Growth Plan」を策定いたしまし

た。

中期経営計画の基本方針として、「成長軌道への転換」、「ビジネスの立体化」、「ストックビジネスの進化」の3

つを掲げ、グループ一丸となって、基盤事業であるリサイクルトナーや文具事務用品、環境・衛生商品などのサプラ

イ事業を堅守し、成長事業である顧客のDX推進を支援するITソリューション事業の拡大を進めてまいります。

2022年8月期における通期連結業績は、売上高17,310百万円、営業利益390百万円、経常利益490百万円、親会社株主

に帰属する当期純利益325百万円を見込んでおります。なお、2022年8月期の期首より「収益認識に関する会計基準」

(企業会計基準第29号)等を適用するため、上記の連結業績予想は当該会計基準等を適用した後の金額となっており、

対前期増減率は記載しておりません。

引き続き需給動向を注視し、業績に影響が見込まれる場合は、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、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、日本基準で連結財務諸表を作成

しております。

　なお、将来のIFRS(国際財務報告基準)適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針で

あります。

　



ケイティケイ株式会社(3035) 2021年8月期 決算短信

4

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年８月20日)

当連結会計年度
(2021年８月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,715,282 2,648,197

受取手形及び売掛金 2,352,859 2,444,040

商品及び製品 460,136 444,518

仕掛品 247 ─

原材料及び貯蔵品 77,722 78,962

その他 51,854 50,185

貸倒引当金 △7,952 △1,424

流動資産合計 5,650,151 5,664,481

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,283,787 1,288,731

減価償却累計額 △892,079 △914,196

建物及び構築物（純額） 391,707 374,534

機械装置及び運搬具 221,468 222,424

減価償却累計額 △150,919 △156,771

機械装置及び運搬具（純額） 70,549 65,652

土地 1,150,441 1,150,441

その他 277,218 299,969

減価償却累計額 △207,776 △218,815

その他（純額） 69,442 81,153

有形固定資産合計 1,682,140 1,671,782

無形固定資産

のれん 68,355 62,658

ソフトウエア 24,456 27,374

その他 6,280 6,270

無形固定資産合計 99,091 96,304

投資その他の資産

投資有価証券 502,403 500,307

退職給付に係る資産 194,039 198,608

繰延税金資産 12,487 9,348

保険積立金 106,780 104,728

その他 234,179 211,023

貸倒引当金 △33,504 △10,066

投資その他の資産合計 1,016,386 1,013,949

固定資産合計 2,797,618 2,782,035

資産合計 8,447,769 8,446,516
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年８月20日)

当連結会計年度
(2021年８月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,450,004 1,500,509

電子記録債務 1,580,938 1,580,611

短期借入金 1,073,239 876,378

未払法人税等 85,247 118,358

賞与引当金 98,430 105,763

役員賞与引当金 15,850 22,060

その他 401,537 362,991

流動負債合計 4,705,247 4,566,672

固定負債

長期借入金 248,942 92,564

繰延税金負債 48,142 45,306

役員退職慰労引当金 57,420 74,165

退職給付に係る負債 123,944 125,803

資産除去債務 1,796 1,827

その他 137,515 134,976

固定負債合計 617,761 474,641

負債合計 5,323,009 5,041,313

純資産の部

株主資本

資本金 294,675 294,675

資本剰余金 663,325 663,325

利益剰余金 2,177,628 2,451,610

自己株式 △131,932 △131,932

株主資本合計 3,003,696 3,277,678

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 121,063 127,524

その他の包括利益累計額合計 121,063 127,524

純資産合計 3,124,759 3,405,203

負債純資産合計 8,447,769 8,446,516
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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：千円)
前連結会計年度

(自 2019年８月21日
　至 2020年８月20日)

当連結会計年度
(自 2020年８月21日
　至 2021年８月20日)

売上高 16,658,304 17,285,817

売上原価 13,184,569 13,611,278

売上総利益 3,473,734 3,674,539

販売費及び一般管理費 3,156,182 3,225,773

営業利益 317,552 448,766

営業外収益

受取利息 600 522

受取配当金 17,251 15,256

仕入割引 35,080 40,879

受取家賃 43,893 44,725

その他 16,262 11,841

営業外収益合計 113,087 113,225

営業外費用

支払利息 7,998 5,562

売上割引 67,801 67,845

不動産管理費 7,221 7,650

その他 3,479 1,130

営業外費用合計 86,501 82,189

経常利益 344,139 479,802

特別利益

固定資産売却益 ─ 1,307

保険解約益 ─ 2,504

投資有価証券売却益 32,822 26,576

負ののれん発生益 6,039 ─

特別利益合計 38,861 30,388

特別損失

投資有価証券売却損 ─ 4

投資有価証券評価損 14,108 4,064

固定資産除却損 ─ 666

特別損失合計 14,108 4,735

税金等調整前当期純利益 368,892 505,456

法人税、住民税及び事業税 128,891 175,109

法人税等調整額 6,436 △2,672

法人税等合計 135,327 172,436

当期純利益 233,564 333,019

非支配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 233,564 333,019
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年８月21日
　至 2020年８月20日)

当連結会計年度
(自 2020年８月21日
　至 2021年８月20日)

当期純利益 233,564 333,019

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 15,956 6,461

その他の包括利益合計 15,956 6,461

包括利益 249,521 339,481

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 249,521 339,481

非支配株主に係る包括利益 ─ ─
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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 2019年8月21日 至 2020年8月20日)

(単位：千円)

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

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 294,675 663,325 2,007,007 △1,282 2,963,725 105,106 105,106 3,068,831

当期変動額

剰余金の配当 △62,943 △62,943 △62,943

親会社株主に帰属す

る当期純利益
233,564 233,564 233,564

自己株式の取得 △130,649 △130,649 △130,649

株主資本以外の項目

の当期変動額

（純額）

15,956 15,956 15,956

当期変動額合計 ─ ─ 170,620 △130,649 39,971 15,956 15,956 55,928

当期末残高 294,675 663,325 2,177,628 △131,932 3,003,696 121,063 121,063 3,124,759

　当連結会計年度(自 2020年8月21日 至 2021年8月20日)

(単位：千円)

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

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 294,675 663,325 2,177,628 △131,932 3,003,696 121,063 121,063 3,124,759

当期変動額

剰余金の配当 △59,038 △59,038 △59,038

親会社株主に帰属す

る当期純利益
333,019 333,019 333,019

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の当期変動額

（純額）

6,461 6,461 6,461

当期変動額合計 ─ ─ 273,981 ─ 273,981 6,461 6,461 280,443

当期末残高 294,675 663,325 2,451,610 △131,932 3,277,678 127,524 127,524 3,405,203
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年８月21日
　至 2020年８月20日)

当連結会計年度
(自 2020年８月21日
　至 2021年８月20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 368,892 505,456

減価償却費 61,443 73,134

のれん償却額 5,696 5,696

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,691 △29,965

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △9,251 16,745

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 5,000 6,210

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,368 7,332

受取利息及び受取配当金 △17,851 △15,778

支払利息 7,998 2,840

負ののれん発生益 △6,039 ─

固定資産除却損 ─ 666

固定資産売却益 ─ △1,307

保険解約損益（△は益） ─ △2,504

投資有価証券売却損益（△は益） △32,822 △26,572

投資有価証券評価損益（△は益） 14,108 4,064

売上債権の増減額（△は増加） 35,090 △67,810

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,509 14,626

仕入債務の増減額（△は減少） 202,014 50,178

その他 50,907 △14,100

小計 658,354 528,910

利息及び配当金の受取額 17,851 15,778

利息の支払額 △7,945 △2,828

法人税等の支払額 △121,342 △141,822

営業活動によるキャッシュ・フロー 546,918 400,037

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △19,806 △17,805

定期預金の払戻による収入 19,800 19,800

有形固定資産の取得による支出 △30,024 △71,947

有形固定資産の売却による収入 ─ 2,038

無形固定資産の取得による支出 △11,771 △12,574

投資有価証券の取得による支出 △13,013 △14,619

投資有価証券の売却による収入 51,863 40,400

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△57,209 ─

差入保証金の差入による支出 △22,274 △29,054

差入保証金の回収による収入 170,738 31,138

保険積立金の積立による支出 △9,299 △5,659

保険積立金の解約による収入 24,033 10,216

長期前払費用の取得による支出 △3,774 △3,311

その他 7,772 △1,482

投資活動によるキャッシュ・フロー 107,035 △52,860
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年８月21日
　至 2020年８月20日)

当連結会計年度
(自 2020年８月21日
　至 2021年８月20日)

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） 150,000 △100,000

長期借入れによる収入 300,000 ─

長期借入金の返済による支出 △325,459 △253,239

リース債務の返済による支出 △1,643 ─

自己株式の取得による支出 △130,649 ─

配当金の支払額 △62,872 △59,027

財務活動によるキャッシュ・フロー △70,624 △412,266

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 583,329 △65,089

現金及び現金同等物の期首残高 1,767,019 2,350,348

現金及び現金同等物の期末残高 2,350,348 2,285,259
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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)

【セグメント情報】

　前連結会計年度(自 2019年8月21日 至 2020年8月20日)

当社グループは「サプライ事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　当連結会計年度(自 2020年8月21日 至 2021年8月20日)

当社グループは「サプライ事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

　前連結会計年度(自 2019年8月21日 至 2020年8月20日)

1 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分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 地域ごとの情報

(1) 本邦以外の外部顧客への売上高がないため該当事項はありません。

(2) 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

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため記載しておりま

せん。

　当連結会計年度(自 2020年8月21日 至 2021年8月20日)

1 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分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 地域ごとの情報

(1) 本邦以外の外部顧客への売上高がないため該当事項はありません。

(2) 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

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため記載しておりま

せん。

【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】

該当事項はありません。

【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】

当社グループは、サプライ事業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当社グループは、サプライ事業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 2019年8月21日
至 2020年8月20日)

当連結会計年度
(自 2020年8月21日
至 2021年8月20日)

1株当たり純資産額 582円20銭 634円45銭

1株当たり当期純利益 42円06銭 62円04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。

2 算定上の基礎

1 1株当たり純資産額

項目
前連結会計年度
(2020年8月20日)

当連結会計年度
(2021年8月20日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計金額(千円) 3,124,759 3,405,203

普通株式に係る純資産額(千円) 3,124,759 3,405,203

普通株式の発行済株式数(株) 5,725,000 5,725,000

普通株式の自己株式数(株) 357,886 357,886

1株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(株)

5,367,114 5,367,114

　

2 1株当たり当期純利益

項目
前連結会計年度

(自 2019年8月21日
至 2020年8月20日)

当連結会計年度
(自 2020年8月21日
至 2021年8月20日)

連結損益計算書上の親会社株主に帰属する
当期純利益 (千円)

233,564 333,019

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益 (千円)

233,564 333,019

普通株主に帰属しない金額 (千円) ― ─

普通株式の期中平均株式数 (株) 5,552.383 5,367,114

　

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。
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