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1. 2021年8月期の連結業績（2020年9月1日～2021年8月31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 10,409 35.8 806 755.5 772 432.1 552 ―

2020年8月期 7,665 △9.9 94 △35.5 145 △24.3 47 ―

（注）包括利益 2021年8月期　　816百万円 （―％） 2020年8月期　　10百万円 （―％）

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 171.18 ― 13.0 13.3 7.7

2020年8月期 14.80 ― 1.2 2.8 1.2

（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 6,435 4,621 71.8 1,431.91

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 4,621百万円 2020年8月期 3,847百万円

(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 692 △668 △44 1,345

2020年8月期 464 △168 △32 1,258

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00 19 40.5 0.5

2021年8月期 ― 10.00 ― 25.00 35.00 112 20.4 2.7

2022年8月期(予想) ― 10.00 ― ― ― ―

2022年８月期期末及び年間配当金予想額については未定です。

3. 2022年 8月期の連結業績予想（2021年 9月 1日～2022年 8月31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) 5,200 6.5 390 △2.3 390 9.6 280 18.1 86.75

通期 10,400 △0.1 700 △13.2 720 △6.7 500 △9.4 154.90



※ 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 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 668,208 株 2020年8月期 668,100 株

③ 期中平均株式数 2021年8月期 3,227,853 株 2020年8月期 3,227,900 株

（参考）個別業績の概要

2021年8月期の個別業績（2020年9月1日～2021年8月31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 4,480 16.1 154 ― 160 170.0 179 237.2

2020年8月期 3,857 △12.7 △95 ― 59 △71.8 53 ―

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 55.49 ―

2020年8月期 16.46 ―

(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 3,513 2,986 85.0 925.14

2020年8月期 3,326 2,828 85.0 876.14

（参考） 自己資本 2021年8月期 2,986百万円 2020年8月期 2,828百万円

※ 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当たっての注意事項等については、添付資料Ｐ．３「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により雇用・所得環境の悪化が続き経

済活動が停滞しました。ワクチン接種が加速するなかで、持ち直しが期待されるものの、終息時期の見通しは立っ

ておらず、先行きは依然として不透明な状況で推移しております。

　このような状況の中、主な販売先であります電動工具業界からの受注は、建築、建設現場における工具重要や巣

ごもり需要により販売が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、当連結会計年度の売上高は104億９百万円（前期比35.8％増）となりました。経常利益は７億72百万

円（同432.1％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は５億52百万円（前期は親会社株主に帰属する当期純利益

47百万円）となりました。

　　セグメントの業績は、次のとおりであります。

　　①日本

　国内は、電動工具向け、自動車向けの受注が共に増加し、売上高は44億80百万円（前期比16.1％増）、営業

利益は１億54百万円（前期は営業損失95百万円）となりました。

　　②中国

　中国は、受注が増加し、売上高は56億61百万円（前期比63.4％増）、営業利益は６億89百万円（同148.6％

増）となりました。

　　③タイ

　タイは、受注が増加し、売上高は５億69百万円（同19.3％増）、営業損失は43百万円（前期は営業損失93百

万円）となりました。

(2）当期の財政状態の概況

　資産、負債及び純資産の状況

　資産合計は、前連結会計年度末と比べ12億48百万円増加し64億35百万円（前連結会計年度末比24.1％増）となりま

した。これは主に受取手形及び売掛金が３億11百万円、たな卸資産が１億60百万円、長期預金が５億63百万円、その

他流動資産が74百万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４億73百万円増加し18億13百万円（前連結会計年度末比35.4％増）となりまし

た。これは主に買掛金が３億93百円、未払法人税等が41百万円、繰延税金負債が44百万円それぞれ増加したことによ

るものであります。

　純資産の合計は前連結会計年度末と比べ７億74百万円増加し46億21百万円（前連結会計年度末比20.1％増）となり

ました。これは主に利益剰余金が５億10百万円、為替換算調整勘定が２億43百万円それぞれ増加したことによるもの

であります。
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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（％） 74.5 75.9 74.2 74.2 71.8

時価ベースの自己資本比率

（％）
24.1 26.4 25.6 22.1 53.5

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
4,137 625 360 1,032 3,539

(3）当期のキャッシュ・フローの概況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期比87百万円増の13億45百万円とな

りました。また、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す。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

　営業活動の結果得られた資金は６億92百万円となりました。これは主に売上債権の増加額が２億69百万円、たな卸

資産の増加額１億40百万円、法人税等の支払額１億58百万円それぞれ計上されましたが、税金等調整前当期純利益が

７億64百万円、減価償却費が２億16百万円、仕入債務の増加額が３億45百万円それぞれ計上されたことによるもので

あります。

②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、6億68百万円となりました。支出の主な要因は、定期預金の純支出が３億76百万

円、有形固定資産の取得による支出２億90百万円それぞれ計上されたことによるものであります。

③財務活動によるキャッシュ・フロー

　財務活動により使用した資金は44百万円となりました。支出の主な要因は、配当金の支払額41百万円によるもので

す。

(参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

　　　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

　　　 (注）１．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。

　　　 　　 ２. 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。

　　　 　　 ３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

(4）今後の見通し

　今後の見通しにつきましては、昨年に引き続き新型コロナウイルスの感染拡大が懸念事項の一つであります。今

後は、様々な部材の供給不足により、生産調整となることも予測されます。

　これは日本のみならず、海外子会社にとっても同じ状況であります。弊社の主材料は石油製品を加工して製造し

た樹脂材料です。こういった材料の一部の生産が滞っており、必要部材の確保にも注力していかなければいけない

状況です。

　中国工場につきましては、コロナウイルスについては落ち着きを見せておりますが、中国国内の電力事情の問題

が起因し、生産の調整を余儀なくされています。この電力調整がいつまで続くのか不透明ではありますが、客先と

の連絡を密にして対応をして参る所存であります。

　 後にタイ工場につきましては、タイ国内の景気低迷とコロナウイルス患者の増加によって経済が停滞してお

り、受注活動にも支障が出始めております。人員削減、ライン構成の見直しなど固定費の削減と改善活動によって

利益の確保を 優先して参ります。

　次期の見通しにつきましては、売上高は104億円（前期比0.1％減）、営業利益は７億円（前期比13.2％減）、経

常利益は７億20百万円（前期比6.7％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は５億円（前期比9.4％減）を予想し

ております。
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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、当面は、日本基準で連結財

務諸表を作成する方針であります。

　なお、国際会計基準の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。
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年８月31日)

当連結会計年度
(2021年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,489,954 1,452,800

受取手形及び売掛金 　　806,751 　　1,118,325

商品及び製品 226,007 253,487

仕掛品 114,787 158,067

原材料及び貯蔵品 116,763 206,292

その他 158,976 233,367

貸倒引当金 △510 △520

流動資産合計 2,912,731 3,421,821

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 503,750 502,118

機械装置及び運搬具（純額） 337,085 460,912

土地 880,796 882,087

その他（純額） 93,999 107,041

有形固定資産合計 　1,815,632 　1,952,160

無形固定資産 15,324 11,707

投資その他の資産

投資有価証券 98,670 135,264

繰延税金資産 858 15,818

長期預金 258,326 821,520

その他 88,641 80,501

貸倒引当金 △3,059 △3,059

投資その他の資産合計 443,438 1,050,045

固定資産合計 2,274,394 3,013,912

資産合計 5,187,125 6,435,733

負債の部

流動負債

買掛金 730,889 1,124,757

未払法人税等 46,543 87,695

賞与引当金 34,620 52,711

役員賞与引当金 4,850 13,500

その他 358,768 317,759

流動負債合計 1,175,671 1,596,423

固定負債

繰延税金負債 120,232 164,342

役員退職慰労引当金 43,296 46,666

退職給付に係る負債 － 6,142

その他 892 263

固定負債合計 164,421 217,415

負債合計 1,340,092 1,813,838

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）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)

当連結会計年度
(2021年８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 2,830,316

自己株式 △298,844 △298,957

株主資本合計 3,422,602 3,933,085

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 65,857

為替換算調整勘定 379,580 622,952

その他の包括利益累計額合計 424,430 688,809

純資産合計 3,847,033 4,621,894

負債純資産合計 5,187,125 6,435,733
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2019年９月１日
　至　2020年８月31日)

当連結会計年度
(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

売上高 7,665,678 10,409,489

売上原価 6,905,900 8,894,077

売上総利益 759,777 1,515,412

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 133,060 150,651

役員報酬 60,745 67,170

給与・賞与 154,811 166,477

賞与引当金繰入額 10,395 8,057

役員賞与引当金繰入額 4,850 13,500

役員退職慰労引当金繰入額 3,050 3,370

退職給付費用 6,311 2,435

厚生費 93,745 83,260

貸倒引当金繰入額 △230 10

その他 198,805 214,293

販売費及び一般管理費合計 　　665,544 　　709,226

営業利益 94,232 806,186

営業外収益

受取利息 27,612 28,615

受取配当金 1,251 1,441

補助金収入 21,618 4,606

その他 5,943 4,284

営業外収益合計 56,425 38,947

営業外費用

支払利息 450 195

為替差損 5,091 72,522

その他 － 256

営業外費用合計 5,542 72,975

経常利益 145,115 772,157

特別利益

固定資産売却益 　　　  374 　　　  3,653

投資有価証券売却益 12,006 －

特別利益合計 12,381 3,653

特別損失

固定資産売却損 　　　　915 　　　　1,075

固定資産除却損 　　　　880 　　　　1,345

減損損失 　　　5,306 　　　8,903

特別損失合計 7,102 11,324

税金等調整前当期純利益 150,394 764,487

法人税、住民税及び事業税 96,043 191,825

法人税等調整額 6,577 20,103

法人税等合計 102,620 211,929

当期純利益 47,774 552,558

親会社株主に帰属する当期純利益 47,774 552,558

（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）
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自　2019年９月１日
　至　2020年８月31日)

当連結会計年度
(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

当期純利益 47,774 552,558

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 20,486 21,007

為替換算調整勘定 △58,144 243,371

その他の包括利益合計 　　△37,658 　　264,379

包括利益 10,115 816,937

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 10,115 816,937

非支配株主に係る包括利益 － －

（連結包括利益計算書）
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(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 671,787 729,938 2,300,998 △298,844 3,403,879

当期変動額

剰余金の配当 △29,051 △29,051

親会社株主に帰属する当期
純利益

47,774 47,774

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － － 18,723 － 18,723

当期末残高 671,787 729,938 2,319,721 △298,844 3,422,602

その他の包括利益累計額

純資産合計
その他有価証券評価
差額金

為替換算調整勘定
その他の包括利益累
計額合計

当期首残高 24,363 437,725 462,088 3,865,968

当期変動額

剰余金の配当 △29,051

親会社株主に帰属する当期
純利益

47,774

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

20,486 △58,144 △37,658 △37,658

当期変動額合計 20,486 △58,144 △37,658 △18,935

当期末残高 44,849 379,580 424,430 3,847,033

（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自 2019年９月１日　至 2020年８月31日）
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(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 671,787 729,938 2,319,721 △298,844 3,422,602

当期変動額

剰余金の配当 △41,962 △41,962

親会社株主に帰属する当期
純利益

552,558 552,558

自己株式の取得 △112 △112

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － － 510,595 △112 510,482

当期末残高 671,787 729,938 2,830,316 △298,957 3,933,085

その他の包括利益累計額

純資産合計
その他有価証券評価
差額金

為替換算調整勘定
その他の包括利益累
計額合計

当期首残高 44,849 379,580 424,430 3,847,033

当期変動額

剰余金の配当 △41,962

親会社株主に帰属する当期
純利益

552,558

自己株式の取得 △112

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

21,007 243,371 264,379 264,379

当期変動額合計 21,007 243,371 264,379 774,861

当期末残高 65,857 622,952 688,809 4,621,894

当連結会計年度（自 2020年９月１日　至 2021年８月31日）
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2019年９月１日
　至　2020年８月31日)

当連結会計年度
(自　2020年９月１日

　至　2021年８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 150,394 764,487

減価償却費 167,089 216,175

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,939 24,263

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,050 3,370

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 6,142

貸倒引当金の増減額（△は減少） △230 10

受取利息及び受取配当金 △28,864 △30,056

減損損失 5,306 8,903

支払利息 450 195

為替差損益（△は益） 1,086 △172

投資有価証券売却損益（△は益） △12,006 －

有形固定資産売却損益（△は益） 541 △2,577

有形固定資産除却損 880 1,345

売上債権の増減額（△は増加） 323,973 △269,126

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,483 △140,139

その他の流動資産の増減額（△は増加） △15,376 △51,480

仕入債務の増減額（△は減少） △59,840 345,357

未払費用の増減額（△は減少） △20,628 5,843

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,452 7,517

その他の流動負債の増減額（△は減少） △10,145 △60,775

その他 △3,367 －

小計 521,309 829,284

利息及び配当金の受取額 25,341 22,033

利息の支払額 △450 △195

法人税等の支払額 △81,223 △158,977

営業活動によるキャッシュ・フロー 464,977 692,144

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 △459,694 △706,396

定期預金の払戻による収入 520,150 329,491

有形固定資産の取得による支出 △229,774 △290,081

有形固定資産の売却による収入 5,217 9,862

無形固定資産の取得による支出 △6,426 △3,383

投資有価証券の取得による支出 △4,254 △6,539

投資有価証券の売却による収入 18,796 －

その他の支出 △12,514 △1,359

その他の収入 － 13

投資活動によるキャッシュ・フロー △168,500 △668,392

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △28,862 △41,817

自己株式の取得による支出 － △112

その他 △3,816 △2,895

財務活動によるキャッシュ・フロー △32,678 △44,825

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21,300 108,306

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 242,498 87,233

現金及び現金同等物の期首残高 　1,015,697 　1,258,195

現金及び現金同等物の期末残高 　　1,258,195 　　1,345,429

（４）連結キャッシュ・フロー計算書
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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。

（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注１）

連結財務諸表計
上額（注２）

日本 中国 タイ 計

売上高

外部顧客への売上高 3,857,349 3,331,050 477,278 7,665,678 － 7,665,678

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 133,567 － 133,567 △133,567 －

計 3,857,349 3,464,617 477,278 7,799,245 △133,567 7,665,678

セグメント利益又は損失（△） △95,096 277,498 △93,067 89,333 4,898 94,232

セグメント資産 3,326,961 2,529,732 387,495 6,244,189 △1,057,064 5,187,125

その他の項目

減価償却費 89,369 74,912 2,807 167,089 － 167,089

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額
118,245 104,552 9,181 231,979 － 231,979

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社グループは、プラスチック製品の成形加工事業の単一事業であり、国内においては当社が、海外に

おいては中国を旭日塑料制品（昆山）有限公司が、タイをAsahi Plus Co.,Ltd.がそれぞれ担当しており

ます。

　したがって、当社グループは、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、

「日本」、「中国」及び「タイ」の３つを報告セグメントとしております。各報告セグメントでは、電動

工具部品、自動車部品及びその他のプラスチック製品を生産・販売しております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。

　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

　セグメント間の内部利益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

　前連結会計年度（自2019年９月１日　至2020年８月31日）

（注）１.調整額は、主に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、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注１）

連結財務諸表計
上額（注２）

日本 中国 タイ 計

売上高

外部顧客への売上高 4,480,068 5,360,159 569,261 10,409,489 － 10,409,489

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 301,522 － 301,522 △301,522 －

計 4,480,068 5,661,682 569,261 10,711,012 △301,522 10,409,489

セグメント利益又は損失（△） 154,795 689,894 △43,338 801,351 4,834 806,186

セグメント資産 3,513,036 3,664,450 444,437 7,621,923 △1,186,190 6,435,733

その他の項目

減価償却費 127,984 86,919 1,271 216,175 － 216,175

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額
196,527 94,394 5,984 296,905 － 296,905

日　本 中　国 タ　イ 合　計

1,218,408 463,626 133,597 1,815,632

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

株式会社イノアックコーポレーション 2,264,545 日本

牧田（昆山）有限公司 1,733,901 中国

牧田（中国）有限公司 1,591,462 中国

株式会社マキタ 958,226 日本

　当連結会計年度（自2020年９月１日　至2021年８月31日）

（注）１.調整額は、主に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、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

【関連情報】

前連結会計年度（自2019年９月１日  至2020年８月31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）売上高

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

(２）有形固定資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

３．主要な顧客ごとの情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
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日　本 中　国 タ　イ 合　計

1,286,951 533,437 131,771 1,952,160

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

牧田（中国）有限公司 2,907,444 中国

株式会社イノアックコーポレーション 2,446,817 日本

牧田（昆山）有限公司 2,436,824 中国

株式会社マキタ 1,358,738 日本

（単位：千円）

日本 中国 タイ 合計

減損損失 － － 5,306 5,306

（単位：千円）

日本 中国 タイ 合計

減損損失 － － 8,903 8,903

当連結会計年度（自2020年９月１日  至2021年８月31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）売上高

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

(２）有形固定資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

３．主要な顧客ごとの情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

【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】

前連結会計年度（自2019年９月１日　至2020年８月31日）

当連結会計年度（自2020年９月１日　至2021年８月31日）

【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】

前連結会計年度（自2019年９月１日　至2020年８月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自2020年９月１日　至2021年８月31日）

　該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自2019年９月１日　至2020年８月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自2020年９月１日　至2021年８月31日）

　該当事項はありません。
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前連結会計年度
（自  2019年９月１日

至  2020年８月31日）

当連結会計年度
（自  2020年９月１日

至  2021年８月31日）

１株当たり純資産額 1,191円81銭 1,431円91銭

１株当たり当期純利益金額 14円80銭 171円18銭

前連結会計年度
（自　2019年９月１日

至　2020年８月31日）

当連結会計年度
（自　2020年９月１日

至　2021年８月31日）

親会社株主に帰属する当期純利益金額（千円） 47,774 552,558

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益

金額（千円）
47,774 552,558

普通株式の期中平均株式数（千株） 3,227 3,227

（１株当たり情報）

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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