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1. 2022年8月期第2四半期の連結業績（2021年9月1日～2022年2月28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 ％

2022年8月期第2四半期 5,672 16.2 370 △7.1 393 10.4 258 9.1

2021年8月期第2四半期 4,881 13.5 399 459.4 356 274.0 237 490.1

（注）包括利益 2022年8月期第2四半期　　366百万円 （19.0％） 2021年8月期第2四半期　　308百万円 （501.5％）

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

2022年8月期第2四半期 80.18 ―

2021年8月期第2四半期 73.50 ―

(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

2022年8月期第2四半期 6,853 4,907 71.6 1,520.52

2021年8月期 6,435 4,621 71.8 1,431.91

（参考）自己資本 2022年8月期第2四半期 4,907百万円 2021年8月期 4,621百万円

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

2021年8月期 ― 10.00 ― 25.00 35.00

2022年8月期 ― 10.00

2022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

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

（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 ： 有

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） 2022年8月期2Q 3,896,000 株 2021年8月期 3,896,000 株

② 期末自己株式数 2022年8月期2Q 668,228 株 2021年8月期 668,208 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年8月期2Q 3,227,772 株 2021年8月期2Q 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２四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再拡大により、まん延防止等重

点措置が再適用され、経済活動が大きく制限されました。今後は、原油価格や原材料価格の上昇が個人消費に与え

る影響、ウクライナ情勢等、依然として先行き不透明な状況が続いております。

　このような状況の中、電動工具業界からの受注は、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、新型コロナウイルスの感染再拡大の影響により減少しました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は56億72百万円（前年同四半期比16.2％増）、営業利益３億70百

万円（同7.1％減）、経常利益は３億93百万円（同10.4％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は２億58百万円

（同9.1％増）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、自動車部品の受注が減少し、売上高は19億36百万円（前年同四半期比15.7％減）となり、営業利益

は15百万円（同83.4％減）となりました。

　②中国

　中国は、電動工具部品の受注増加や為替の影響もあり、売上高は34億78百万円（同39.1％増）となり、営業

利益は３億76百万円（同16.8％増）となりました。

　③タイ

　タイは、受注減少により売上高は３億32百万円（同30.3％増）となり、営業損失は25百万円（前年同四半期

は営業損失21百万円）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４億17百万円増加し68億53百万円（前連結会計年度末比6.5％増）となり

ました。これは主に現金及び預金が１億29百万円減少、受取手形及び売掛金が２億７百万円、棚卸資産が１億93

百万円、有形固定資産が１億10百万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１億31百万円増加し19億45百万円（同7.3％増）となりました。これは主

に買掛金が２億30百万円増加、その他流動負債が71百万円減少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２億85百万円増加し49億７百万円（同6.2％増）となりました。これは

主に利益剰余金が１億78百万円、為替換算調整勘定が１億41百万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10月12日に公表いたしました通期の連結業績予想に変更ありません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年８月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,452,800 1,322,822

受取手形及び売掛金 　　1,118,325 　　1,326,245

商品及び製品 253,487 333,193

仕掛品 158,067 212,007

原材料及び貯蔵品 206,292 266,552

その他 233,367 269,091

貸倒引当金 △520 △660

流動資産合計 3,421,821 3,729,252

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 502,118 494,394

機械装置及び運搬具（純額） 460,912 578,661

土地 882,087 883,116

その他（純額） 107,041 106,612

有形固定資産合計 1,952,160 2,062,785

無形固定資産 11,707 14,438

投資その他の資産

投資有価証券 135,264 89,617

繰延税金資産 15,818 27,172

長期預金 821,520 866,188

その他 80,501 66,953

貸倒引当金 △3,059 △3,059

投資その他の資産合計 1,050,045 1,046,873

固定資産合計 3,013,912 3,124,097

資産合計 6,435,733 6,853,349

負債の部

流動負債

買掛金 1,124,757 1,355,017

未払法人税等 87,695 62,156

賞与引当金 52,711 76,548

役員賞与引当金 13,500 5,250

その他 317,759 246,630

流動負債合計 1,596,423 1,745,602

固定負債

繰延税金負債 164,342 150,406

役員退職慰労引当金 46,666 42,728

退職給付に係る負債 6,142 6,623

その他 263 100

固定負債合計 217,415 199,858

負債合計 1,813,838 1,945,461

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
(2021年８月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年２月28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 2,830,316 3,008,427

自己株式 △298,957 △298,973

株主資本合計 3,933,085 4,111,179

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 65,857 31,796

為替換算調整勘定 622,952 764,911

その他の包括利益累計額合計 688,809 796,708

純資産合計 4,621,894 4,907,888

負債純資産合計 6,435,733 6,853,349
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年９月１日
　至　2021年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年９月１日

　至　2022年２月28日)

売上高 4,881,897 5,672,057

売上原価 4,135,883 4,951,773

売上総利益 746,014 720,284

販売費及び一般管理費 346,820 349,510

営業利益 399,193 370,773

営業外収益

受取利息 11,346 20,015

受取配当金 202 214

補助金収入 2,139 9,316

その他 2,560 3,025

営業外収益合計 16,249 32,572

営業外費用

支払利息 126 41

為替差損 58,818 9,963

その他 237 －

営業外費用合計 59,181 10,005

経常利益 356,260 393,340

特別利益

固定資産売却益 277 1,662

特別利益合計 277 1,662

特別損失

固定資産売却損 52 1,367

固定資産除却損 688 1,233

減損損失 6,129 2,002

特別損失合計 6,870 4,602

税金等調整前四半期純利益 349,668 390,399

法人税、住民税及び事業税 86,349 142,217

法人税等調整額 26,080 △10,623

法人税等合計 112,430 131,593

四半期純利益 237,237 258,805

親会社株主に帰属する四半期純利益 237,237 258,805

（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２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年９月１日
　至　2021年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年９月１日

　至　2022年２月28日)

四半期純利益 237,237 258,805

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △5,372 △34,060

為替換算調整勘定 76,341 141,959

その他の包括利益合計 70,968 107,898

四半期包括利益 308,206 366,704

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 308,206 366,704

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２四半期連結累計期間）
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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。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等

を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又

はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

　なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2021年３月26日）第98項に定

める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に

移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連

結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影

響もありません。

　また、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経過

的な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載してお

りません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号  2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号  2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が

定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、四半期連結財務諸表への影

響はありません。

（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の影響に関する仮定につ

いて重要な変更はありません。
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（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 2,297,443 2,329,693 254,761 4,881,897 － 4,881,897

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ 170,660 － 170,660 △170,660 －

計 2,297,443 2,500,353 254,761 5,052,557 △170,660 4,881,897

セグメント利益又は損失

（△）
91,855 322,727 △21,394 393,188 6,004 399,193

（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

製品売上 1,810,897 3,135,146 308,892 5,254,936 － 5,254,936

金型売上 125,281 268,705 23,133 417,121 － 417,121

顧客との契約から生じる

収益
1,936,179 3,403,852 332,025 5,672,057 － 5,672,057

その他収益 － － － － － －

外部顧客への売上高 1,936,179 3,403,852 332,025 5,672,057 － 5,672,057

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ 75,128 － 75,128 △75,128 －

計 1,936,179 3,478,980 332,025 5,747,185 △75,128 5,672,057

セグメント利益又は損失

（△）
15,240 376,925 △25,508 366,657 4,115 370,773

（セグメント情報）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自2020年９月１日　至2021年２月28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２四半期連結累計期間においては6,129千円であります。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自2021年９月１日　至2022年２月28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並びに収益の分解情報

(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２四半期連結累計期間においては2,002千円であります。
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（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。
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