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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 5,829 10.3 244 ― 324 671.2 232 151.1

2020年8月期第3四半期 5,284 △4.7 14 △90.2 42 △78.1 92 6.9

（注）包括利益 2021年8月期第3四半期　　289百万円 （492.1％） 2020年8月期第3四半期　　48百万円 （△40.3％）

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 163.97 ―

2020年8月期第3四半期 65.30 ―

（注）当社は、2020年９月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行わ
れたと仮定し、「１株当たり四半期純利益」を算定しております。

(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 12,413 8,866 71.4

2020年8月期 11,758 8,619 73.3

（参考）自己資本 2021年8月期第3四半期 8,866百万円 2020年8月期 8,619百万円

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 ― 0.00 ― 60.00 60.00

2021年8月期 ― 0.00 ―

2021年8月期（予想） 30.00 30.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

（注）当社は、2020年９月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。2020年８月期につきましては、当該株式分割前
の実際の配当金の額を表示しております。2021年８月期（予想）につきましては、当該株式分割後の数値を記載しております。なお、株式分割を考慮しない場合
の2021年８月期（予想）の１株当たり配当金は60円00銭となります。

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 7,828 8.3 276 182.6 320 128.0 238 60.3 168.19

（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）当社は、2020年９月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。「１株当たり当期純利益」につきましては、当該株
式分割後の発行済株式数（自己株式を除く）により算定しております。



※ 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 1,600,000 株 2020年8月期 1,600,000 株

② 期末自己株式数 2021年8月期3Q 184,956 株 2020年8月期 184,956 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年8月期3Q 1,415,044 株 2020年8月期3Q 1,415,062 株

（注）当社は、2020年９月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が
行われたと仮定し、「期末発行済株式数」「期末自己株式数」および「期中平均株式数」を算定しております。

※ 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、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づいており、実際の業績は様々な要因により
予想数値とは異なる結果となる可能性があります。
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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の感染再拡大の影響により、2021年４月

に３度目の緊急事態宣言、およびまん延防止等重点措置が発令され、これにより人の流れが抑制されるとともに経

済活動が再び停滞するなど、先行きは依然として不透明な状態となっております。しかしながら、感染拡大の防止

策が講じられるなかで、社会経済活動のレベルを引き上げていくための政府による各種政策の効果や、海外経済の

改善等により、製造業を中心に、設備投資や生産活動に持ち直しの動きも見られます。

　このようななか、当社では、原材料価格の高騰および輸送コストの上昇により、一部の商品にて価格の改定をせ

ざるをえない状況に至りましたが、新商品の投入効果やコロナ禍における巣ごもり消費の影響等により、新規ライ

ンアップ「ＨIＰＥＲＭＡＸ－Ｓ」の車種拡大を進めているサスペンション商材をはじめ、ターボ、スーパーチャー

ジャー等の過給機系商材やコンプリートエンジン等のエンジン関連商材、およびオイル類や吸気系商材を中心とす

る用品系商材等がそれぞれ好調に推移しました。これにより、当社グループが主とする自動車のアフターマーケッ

ト事業は、国内市場においては消費税増税前の駆け込み需要が出た前年同期に比べても売上高は増加し、海外市場

においても、主に北米地域や中国からの受注が好調だったことから、アフターマーケット全体の売上高は前年同期

比で増加となりました。反面、アフターマーケット以外の分野では、コロナ禍に伴う委託企業の生産調整や開発計

画の延期等の影響から、一部の商品では前年同期を上回る受注があるものの、売上時期の遅れはあり、売上高は前

年同期比で減少となりました。以上の結果、当第３四半期連結累計期間における連結売上高は5,829百万円(前年同

期比10.3％増)となりました。

　損益面では、売上高が増加したこと、および輸送コストの上昇による販売運送費の増加はありましたが、コロナ

禍の影響による旅費交通費等の減少により販売費及び一般管理費が前年同期比で15百万円減少したこと等から、営

業利益は244百万円（前年同期比1,538.9％増）となりました。経常利益は、為替が前連結会計年度末に比べて円安

に進んだこと等から324百万円（前年同期比671.2％増）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は232百万円

(前年同期比151.1％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ654百万円増加し、12,413百万円となり

ました。このうち流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,003百万円増加し、6,328百万円となりました。これは主

に、１年内償還予定の債券の流動資産への振替等により有価証券が500百万円増加したこと、および現金及び預金が

195百万円、受取手形及び売掛金が185百万円、それぞれ増加したこと等によるものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ348百万円減少し、6,085百万円となりました。これは主に、減価償却等に

より有形固定資産が248百万円減少したこと、および投資有価証券が81百万円減少したこと等によるものです。

負債は、前連結会計年度末に比べ407百万円増加し、3,546百万円となりました。このうち流動負債は、前連結会

計年度末に比べ517百万円増加し、2,595百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が212百万円、電子

記録債務が196百万円、それぞれ増加したこと等によるものです。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べ109百万円減少し、950百万円となりました。これは主に、長期借入金が126

百万円減少したこと等によるものです。

　純資産は、前連結会計年度末に比べ246百万円増加し、8,866百万円となりました。これは主に、利益剰余金が189

百万円、為替換算調整勘定が47百万円、それぞれ増加したこと等によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2021年４月９日の「2021年８月期第２四半期連結業績予想数値と実績値との差異

および通期業績予想の修正に関するお知らせ」で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。今後、

業績予想の見直しの必要性が生じた場合には、速やかに開示いたします。
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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 1,707,967 1,903,054

受取手形及び売掛金 1,031,715 1,216,842

有価証券 599,923 1,099,924

製品 1,133,313 1,163,998

仕掛品 190,302 211,008

原材料及び貯蔵品 516,724 550,004

その他 149,495 188,037

貸倒引当金 △4,771 △4,850

流動資産合計 5,324,669 6,328,020

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,853,639 1,761,186

機械装置及び運搬具（純額） 1,331,425 1,190,740

土地 2,221,187 2,223,235

リース資産（純額） 26,491 22,128

建設仮勘定 16,402 6,511

その他（純額） 88,155 84,521

有形固定資産合計 5,537,302 5,288,323

無形固定資産

その他 158,948 141,080

無形固定資産合計 158,948 141,080

投資その他の資産

投資有価証券 410,355 328,792

長期貸付金 10,772 11,118

その他 318,326 317,309

貸倒引当金 △1,669 △1,494

投資その他の資産合計 737,785 655,725

固定資産合計 6,434,036 6,085,130

資産合計 11,758,706 12,413,150
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 224,626 437,032

電子記録債務 357,286 553,540

短期借入金 893,843 809,172

リース債務 6,283 6,283

未払法人税等 28,086 97,117

賞与引当金 96,776 162,239

その他 471,694 530,566

流動負債合計 2,078,597 2,595,951

固定負債

長期借入金 599,316 472,357

リース債務 22,109 17,396

役員退職慰労引当金 43,140 48,822

退職給付に係る負債 388,770 404,887

その他 7,111 7,111

固定負債合計 1,060,447 950,574

負債合計 3,139,044 3,546,526

純資産の部

株主資本

資本金 878,750 878,750

資本剰余金 963,000 963,000

利益剰余金 7,159,901 7,349,481

自己株式 △350,787 △350,787

株主資本合計 8,650,863 8,840,443

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 32,177 41,927

為替換算調整勘定 △63,380 △15,747

その他の包括利益累計額合計 △31,202 26,180

純資産合計 8,619,661 8,866,623

負債純資産合計 11,758,706 12,413,150

　



株式会社エッチ・ケー・エス(7219) 2021年８月期 第３四半期決算短信

5

（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 5,284,327 5,829,999

売上原価 3,244,767 3,576,570

売上総利益 2,039,559 2,253,428

販売費及び一般管理費 2,024,623 2,008,631

営業利益 14,936 244,797

営業外収益

受取利息 5,482 5,436

受取配当金 2,750 2,896

貸倒引当金戻入額 ― 268

為替差益 ― 52,928

その他 25,855 21,561

営業外収益合計 34,089 83,092

営業外費用

支払利息 4,301 3,328

為替差損 1,266 ―

その他 1,432 449

営業外費用合計 7,000 3,778

経常利益 42,025 324,111

特別利益

固定資産売却益 12,655 3,581

補助金収入 93,244 30,645

受取補償金 4,891 546

特別利益合計 110,791 34,773

特別損失

固定資産除却損 427 999

投資有価証券評価損 33 ―

特別損失合計 460 999

税金等調整前四半期純利益 152,356 357,885

法人税、住民税及び事業税 68,360 133,426

法人税等調整額 3,673 △7,572

法人税等合計 72,033 125,854

四半期純利益 80,322 232,031

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △12,081 ―

親会社株主に帰属する四半期純利益 92,403 232,031
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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 80,322 232,031

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △11,270 9,750

為替換算調整勘定 △20,171 47,632

その他の包括利益合計 △31,442 57,382

四半期包括利益 48,880 289,413

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 61,444 289,413

非支配株主に係る四半期包括利益 △12,564 ―
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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。

（追加情報）

　前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症拡大に関する仮定につ

いて重要な変更はありません。

　


