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1. 2020年8月期の連結業績（2019年9月1日～2020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 ％

2020年8月期 7,226 △4.2 97 △50.8 140 △37.0 148 40.2

2019年8月期 7,545 3.1 198 21.5 222 0.6 105 5.7

（注）包括利益 2020年8月期　　112百万円 （32.3％） 2019年8月期　　85百万円 （△3.3％）

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 ％ ％ ％

2020年8月期 104.90 ― 1.7 1.2 1.4

2019年8月期 74.23 ― 1.2 1.9 2.6

（参考） 持分法投資損益 2020年8月期 ―百万円 2019年8月期 ―百万円

(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株当たり当期純利益」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 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2020年8月期 11,758 8,619 73.3 6,091.44

2019年8月期 12,180 8,549 70.0 6,024.01

（参考） 自己資本 2020年8月期 8,619百万円 2019年8月期 8,524百万円

(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株当たり純資産」を算定しております。

(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

2020年8月期 395 △850 125 1,607

2019年8月期 1,118 △670 △37 1,937

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 ％ ％

2019年8月期 ― 0.00 ― 60.00 60.00 42 40.4 0.5

2020年8月期 ― 0.00 ― 60.00 60.00 42 28.6 0.5

2021年8月期(予想) ― 0.00 ― 30.00 30.00 26.5

（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。2019年８月期および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、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) 3,500 △1.6 △40 ― △30 ― △20 ― △14.13

通期 7,400 2.4 200 104.8 215 53.2 160 7.8 113.07

（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) 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） 2020年8月期 1,600,000 株 2019年8月期 1,600,000 株

② 期末自己株式数 2020年8月期 184,956 株 2019年8月期 184,870 株

③ 期中平均株式数 2020年8月期 1,415,057 株 2019年8月期 1,426,291 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。

（参考）個別業績の概要

2020年8月期の個別業績（2019年9月1日～2020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 ％

2020年8月期 5,854 △4.0 75 △41.8 153 △16.9 175 100.5

2019年8月期 6,097 1.5 129 18.0 184 9.5 87 △22.7

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

2020年8月期 124.24 ―

2019年8月期 61.49 ―

(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。前事業年度の期首に当該株式分割が行われた
と仮定し、「１株当たり当期純利益」を算定しております。

(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

2020年8月期 10,832 8,079 74.6 5,709.42

2019年8月期 11,189 7,953 71.1 5,620.66

（参考） 自己資本 2020年8月期 8,079百万円 2019年8月期 7,953百万円

(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。前事業年度の期首に当該株式分割が行われた
と仮定し、「１株当たり純資産」を算定しております。

※ 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、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。なお、業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用に当たっての注意事項については３頁「１．経営
成績等の概要（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、当初は雇用、所得環境の改善が続き景気は緩やかに回復しておりまし

たが、新型コロナウイルス感染症の世界経済全体への影響により急激に経済状況が悪化し、先行き不透明な状況

となっております。

このようななか、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の売上高は、国内においては、消

費税引き上げに伴う駆け込み需要が発生したこと、およびその反動減が予想より小さかったことから、第２四半

期までは前期比で増加となっておりましたが、４月、５月の緊急事態宣言下では売上高は前年の２割減に落ち込

みました。しかしながら６月に入ると売上高は回復に向かい、累計では前期比で微増となりました。海外におい

ては、北米、欧州ともに、４月、５月は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で売上高は前年の３割近く落ち

込みましたが、アジアでは新型コロナウイルス感染症拡大による低迷から持ち直しており、特に中国ではスーパ

ーチャージャー、オイル系商材等の売上高が伸長したことで、海外全体では前期比で増加となりました。アフタ

ーマーケット以外の分野では、製造受託、開発受託ともに、委託メーカーの減産や開発計画の見直し等の影響を

受けて売上高は減少し、IｏＴの売上高も開発の遅れから前期比で減少となりました。以上の結果、当連結会計年

度における連結売上高は7,226百万円(前期比4.2％減)となりました。

損益面では、減価償却費および試験研究費等は増加しましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により旅費

交通費および広告宣伝費等が減少したことから、販売費及び一般管理費は前期に比べ10百万円減少しました。し

かしながら、売上高の減少の影響は大きく、営業利益は97百万円（前期比50.8％減）、経常利益は140百万円(前

期比37.0％減)と前期を下回りました。親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、当社の連結子会社の日

生工業株式会社が保有する固定資産に対する減損損失32百万円等の特別損失の計上がありましたが、「新規産業

立地事業費補助金」「次世代自動車技術革新対応促進助成金」等の補助金収入94百万円等が特別利益に計上され

たことにより、148百万円(前期比40.2％増）となりました。

（２）当期の財政状態の概況

当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422百万円減少し、11,758百万円となりました。

このうち流動資産は、前連結会計年度末に比べ３百万円増加し、5,324百万円となりました。これは主に、現金及

び預金が231百万円、たな卸資産が168百万円、受取手形及び売掛金が125百万円それぞれ減少しましたが、有価証

券が599百万円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425百万円減少し、6,434百万円となりました。これは主に、土地が営業

所用借地の購入等により160百万円増加しましたが、減価償却等により土地以外の有形固定資産が396百万円減少

したこと、および１年内償還予定の債券の流動資産への振替等により投資有価証券が208百万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492百万円減少し、3,139百万円となりました。このうち流動負債は、前連結

会計年度末に比べ668百万円減少し、2,078百万円となりました。これは主に、その他の流動負債が267百万円、電

子記録債務が185百万円、未払法人税等が121百万円それぞれ減少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176百万円増加し、1,060百万円となりました。これは主に長期借入金が

161百万円増加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70百万円増加し、8,619百万円となりました。これは主に、非支配株主持分

が24百万円減少しましたが、利益剰余金が105百万円増加したこと等によるものです。
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（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。)の期末残高は、前連結会計年度末に比べ329

百万円減少し、1,607百万円となりました。

なお、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。

営業活動によって得られた資金は395百万円(前期は1,118百万円の取得)となりました。これは主に、仕入債務の

減少額299百万円、その他流動負債の減少額284百万円等の減少要因がありましたが、税金等調整前当期純利益217百

万円、減価償却費617百万円、たな卸資産の減少による資金の増加額169百万円等の増加要因がこれらを上回ったこ

とによるものです。

投資活動によって使用した資金は850百万円(前期は670百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の増

加により497百万円の支出があったこと、および有形固定資産の取得により364百万円の支出があったことによるも

のです。

財務活動によって得られた資金は125百万円(前期は37百万円の使用)となりました。これは主に、配当金の支払額

42百万円等の支出がありましたが、長期借入金の増加額174百万円等があったことによるものです。

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりです。

2018年８月期 2019年８月期 2020年８月期

自己資本比率(％) 74.2 70.0 73.3

時価ベースの自己資本比率(％) 22.7 19.8 19.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) 1.4 1.2 3.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 92.2 215.2 69.1

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。

(注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。

(注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。

(注４) 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

当社は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響は限定的であるととらえております。次期の見通しにつきまして

は、自動車メーカーの部品加工を主とする連結子会社である日生工業株式会社の業績は前期に比べ悪化すると予想

しておりますが、アフターマーケット事業につきましては、国内外ともに業績は回復に向かっております。よって

連結売上高は7,400百万円(前期比2.4％増)、営業利益は200百万円(前期比104.8％増)、経常利益は215百万円(前期

比53.2％増)、親会社に帰属する当期純利益は160百万円(前期比7.8％増)を見込んでおります。

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を考慮し、日本基準を採用しております、なお、今後のＩＦＲＳの

適用につきましては、国内外の諸情勢を踏まえ、検討を進めていく方針であります。
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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
(2019年８月31日)

当連結会計年度
(2020年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,939,773 1,707,967

受取手形及び売掛金 1,157,004 1,031,715

有価証券 ― 599,923

製品 1,257,224 1,133,313

仕掛品 229,137 190,302

原材料及び貯蔵品 522,534 516,724

その他 219,729 149,495

貸倒引当金 △4,392 △4,771

流動資産合計 5,321,011 5,324,669

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,887,261 4,857,067

減価償却累計額 △2,891,139 △3,003,427

建物及び構築物（純額） 1,996,121 1,853,639

機械装置及び運搬具 5,863,912 6,321,271

減価償却累計額 △4,682,097 △4,989,846

機械装置及び運搬具（純額） 1,181,815 1,331,425

土地 2,060,605 2,221,187

リース資産 44,243 44,243

減価償却累計額 △11,933 △17,751

リース資産（純額） 32,310 26,491

建設仮勘定 402,501 16,402

その他 1,990,400 2,019,325

減価償却累計額 △1,890,304 △1,931,170

その他（純額） 100,096 88,155

有形固定資産合計 5,773,450 5,537,302

無形固定資産

その他 148,322 158,948

無形固定資産合計 148,322 158,948

投資その他の資産

投資有価証券 619,239 410,355

長期貸付金 15,032 10,772

繰延税金資産 243,627 254,550

その他 62,705 63,775

貸倒引当金 △2,551 △1,669

投資その他の資産合計 938,052 737,785

固定資産合計 6,859,825 6,434,036

資産合計 12,180,836 11,758,706
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年８月31日)

当連結会計年度
(2020年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 333,459 224,626

電子記録債務 542,556 357,286

短期借入金 881,030 893,843

リース債務 6,283 6,283

未払法人税等 149,718 28,086

賞与引当金 95,286 96,776

その他 739,025 471,694

流動負債合計 2,747,358 2,078,597

固定負債

長期借入金 437,919 599,316

リース債務 28,392 22,109

役員退職慰労引当金 36,160 43,140

退職給付に係る負債 369,831 388,770

資産除去債務 4,690 ―

その他 7,111 7,111

固定負債合計 884,105 1,060,447

負債合計 3,631,464 3,139,044

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 7,053,903 7,159,901

自己株式 △350,615 △350,787

株主資本合計 8,545,038 8,650,863

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 40,292 32,177

為替換算調整勘定 △60,572 △63,380

その他の包括利益累計額合計 △20,279 △31,202

非支配株主持分 24,614 ―

純資産合計 8,549,372 8,619,661

負債純資産合計 12,180,836 11,758,706
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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 2018年９月１日
　至 2019年８月31日)

当連結会計年度
(自 2019年９月１日
　至 2020年８月31日)

売上高 7,545,508 7,226,385

売上原価 4,707,644 4,500,082

売上総利益 2,837,864 2,726,303

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 146,497 120,995

貸倒引当金繰入額 29 367

給料及び手当 849,046 871,893

賞与引当金繰入額 56,628 57,250

退職給付費用 26,870 25,250

役員退職慰労引当金繰入額 8,280 7,680

減価償却費 238,186 297,908

その他 1,313,720 1,247,297

販売費及び一般管理費合計 2,639,260 2,628,643

営業利益 198,603 97,659

営業外収益

受取利息 1,686 1,473

有価証券利息 5,123 5,778

受取配当金 5,488 5,736

為替差益 ― 8,382

受取賃貸料 6,538 6,246

スクラップ売却益 5,004 2,447

保険返戻金 5,420 ―

その他 14,706 21,780

営業外収益合計 43,967 51,845

営業外費用

支払利息 5,389 5,539

為替差損 11,339 ―

その他 3,087 3,619

営業外費用合計 19,815 9,159

経常利益 222,755 140,345

特別利益

固定資産売却益 3,241 12,614

投資有価証券売却益 2 ―

補助金収入 22,594 94,414

受取補償金 18,317 4,891

特別利益合計 44,156 111,919

特別損失

固定資産除却損 2,134 2,137

投資有価証券評価損 48,586 43

減損損失 ― 32,729

特別損失合計 50,720 34,910
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2018年９月１日
　至 2019年８月31日)

当連結会計年度
(自 2019年９月１日
　至 2020年８月31日)

税金等調整前当期純利益 216,190 217,355

法人税、住民税及び事業税 196,768 100,831

法人税等調整額 △73,293 △7,383

法人税等合計 123,474 93,448

当期純利益 92,715 123,906

非支配株主に帰属する当期純損失（△） △13,171 △24,545

親会社株主に帰属する当期純利益 105,887 148,451
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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 2018年９月１日
　至 2019年８月31日)

当連結会計年度
(自 2019年９月１日
　至 2020年８月31日)

当期純利益 92,715 123,906

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △9,130 △8,115

為替換算調整勘定 1,773 △2,876

その他の包括利益合計 △7,356 △10,991

包括利益 85,359 112,914

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 96,975 137,529

非支配株主に係る包括利益 △11,616 △24,614
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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 2018年９月１日 至 2019年８月31日）

(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 878,750 963,000 6,991,288 △306,967 8,526,071

当期変動額

剰余金の配当 △43,272 △43,272

親会社株主に帰属す

る当期純利益
105,887 105,887

自己株式の取得 △43,648 △43,648

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― 62,614 △43,648 18,966

当期末残高 878,750 963,000 7,053,903 △350,615 8,545,038

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 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 49,422 △60,790 △11,368 36,230 8,550,933

当期変動額

剰余金の配当 △43,272

親会社株主に帰属す

る当期純利益
105,887

自己株式の取得 △43,648

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△9,130 218 △8,911 △11,616 △20,527

当期変動額合計 △9,130 218 △8,911 △11,616 △1,561

当期末残高 40,292 △60,572 △20,279 24,614 8,549,372
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当連結会計年度（自 2019年９月１日 至 2020年８月31日）

(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 878,750 963,000 7,053,903 △350,615 8,545,038

当期変動額

剰余金の配当 △42,453 △42,453

親会社株主に帰属す

る当期純利益
148,451 148,451

自己株式の取得 △172 △172

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― 105,997 △172 105,825

当期末残高 878,750 963,000 7,159,901 △350,787 8,650,863

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 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 40,292 △60,572 △20,279 24,614 8,549,372

当期変動額

剰余金の配当 △42,453

親会社株主に帰属す

る当期純利益
148,451

自己株式の取得 △172

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△8,115 △2,807 △10,922 △24,614 △35,536

当期変動額合計 △8,115 △2,807 △10,922 △24,614 70,288

当期末残高 32,177 △63,380 △31,202 ― 8,619,661
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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 2018年９月１日
　至 2019年８月31日)

当連結会計年度
(自 2019年９月１日
　至 2020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 216,190 217,355

減価償却費 577,785 617,398

減損損失 ― 32,729

貸倒引当金の増減額（△は減少） 37 △471

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,973 1,489

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,530 6,980

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 26,609 18,938

受取利息及び受取配当金 △12,298 △12,988

支払利息 5,389 5,539

為替差損益（△は益） 9,860 1,467

固定資産除売却損益（△は益） △1,106 △10,476

投資有価証券売却損益（△は益） △2 ―

投資有価証券評価損益（△は益） 48,586 43

補助金収入 △22,594 △94,414

保険返戻金 △5,420 ―

売上債権の増減額（△は増加） △123,334 124,993

たな卸資産の増減額（△は増加） △136,664 169,939

その他の流動資産の増減額（△は増加） △743 99,394

仕入債務の増減額（△は減少） 286,114 △299,290

その他の流動負債の増減額（△は減少） 281,891 △284,218

未払消費税等の増減額（△は減少） 55,663 29

その他 △1,215 △8,628

小計 1,202,189 585,813

利息及び配当金の受取額 12,163 12,838

利息の支払額 △5,194 △5,720

補助金の受取額 22,594 47,898

法人税等の支払額 △113,489 △245,387

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,118,263 395,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） △2,100 △497,900

有形固定資産の取得による支出 △602,382 △364,980

有形固定資産の売却による収入 6,168 18,303

無形固定資産の取得による支出 △18,236 △52,106

投資有価証券の取得による支出 △59,832 △3,365

保険積立金の解約による収入 5,420 ―

補助金の受取額 ― 45,376

その他 276 4,032

投資活動によるキャッシュ・フロー △670,686 △850,639
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2018年９月１日
　至 2019年８月31日)

当連結会計年度
(自 2019年９月１日
　至 2020年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） 300,000 ―

長期借入れによる収入 ― 520,000

長期借入金の返済による支出 △244,836 △345,790

リース債務の返済による支出 △5,782 △6,283

自己株式の取得による支出 △43,648 △172

配当金の支払額 △42,999 △42,373

財務活動によるキャッシュ・フロー △37,266 125,380

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16,784 33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 393,526 △329,782

現金及び現金同等物の期首残高 1,544,146 1,937,673

現金及び現金同等物の期末残高 1,937,673 1,607,890



株式会社エッチ・ケー・エス(7219) 2020年８月期決算短信

13

（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。

(追加情報)

　当社グループにおいては、新型コロナウイルス感染症拡大による影響について、当社グループの業績に与える影響

は限定的であると仮定して、固定資産の減損や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。

　なお、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、収束の遅延等により影響が長期化した場合

において、翌連結会計年度の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性がありま

す。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループの報告セグメントは、「自動車等の関連部品事業」のみであり、「その他の事業」の重要性が乏し

いため、記載を省略しております。

【関連情報】

前連結会計年度(自 2018年９月１日 至 2019年８月31日)

１．製品およ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

(単位：千円)

日本 ヨーロッパ 北米 アジア その他の地域 計

5,848,888 235,101 574,038 846,256 41,223 7,545,508

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。

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ないため、記載を省略しており

ます。
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当連結会計年度(自 2019年９月１日 至 2020年８月31日)

１．製品およ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

(単位：千円)

日本 ヨーロッパ 北米 アジア その他の地域 計

5,378,427 205,920 632,285 970,453 39,299 7,226,385

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。

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ないため、記載を省略しており

ます。

【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 2018年９月１日 至 2019年８月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2019年９月１日 至 2020年８月31日）

　自動車等の関連部品事業において、減損損失32,729千円を計上しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額および未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2018年９月１日
至 2019年８月31日)

当連結会計年度
(自 2019年９月１日
至 2020年８月31日)

１株当たり純資産額 6,024円01銭 6,091円44銭

１株当たり当期純利益 74円23銭 104円90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．当社は、2020年９月１日付で普通株式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株当たり純資産額および１株当たり当期純利益を算定してお

ります。

３．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2018年９月１日
至 2019年８月31日)

当連結会計年度
(自 2019年９月１日
至 2020年８月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 105,887 148,451

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(千円) 105,887 148,451

期中平均株式数(千株) 1,426 1,415
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(重要な後発事象)

（株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更）

当社は2020年7月30日開催の取締役会決議に基づき、2020年９月１日付で株式分割および株式分割に伴う定款の

一部変更を行っております。

１． 株式分割の目的

株式分割を行い、投資単位当たりの金額を引き下げることにより投資しやすい環境を整えることで、当社株式の

流動性の向上と投資家層の更なる拡大を図ることを目的とするものであります。

２． 株式分割の概要

(1) 分割の方法

2020年８月31日(月曜日)を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式

を１株につき２株の割合をもって分割いたしました。

(2) 分割により増加する株式数

① 株式分割前の発行済株式総数 800,000株

② 今回の分割により増加する株式数 800,000株

③ 株式分割後の発行済株式総数 1,600,000株

④ 株式分割後の発行可能株式総数 6,400,000株

(3) 株式分割の日程

基準日公告日 2020年８月 ６日（木曜日）

基準日 2020年８月31日 （月曜日）

効力発生日 2020年９月 １日（火曜日）

３． 定款の一部変更について

(1) 定款変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定に基づき、2020年９月１日（火曜日）をもって、当社定

款第６条に定める発行可能株式総数を変更いたしました。

(2) 変更の内容（下線部分は変更箇所を示しています。）

変更前 変更後
第６条 （発行可能株式総数）
当会社の発行可能株式総数は、3,200,000株とす
る。

第６条 （発行可能株式総数）
当会社の発行可能株式総数は、6,400,000株とす
る。



株式会社エッチ・ケー・エス(7219) 2020年８月期決算短信

17

４．個別財務諸表

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2019年８月31日)

当事業年度
(2020年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,302,267 1,085,015

受取手形 48,100 50,673

売掛金 1,351,708 1,244,832

有価証券 － 599,923

製品 948,722 818,817

仕掛品 158,932 130,731

原材料及び貯蔵品 487,616 478,052

前払費用 47,076 47,240

関係会社短期貸付金 328,800 299,900

未収入金 129,783 91,102

その他 47,144 51,546

貸倒引当金 △2,181 △2,160

流動資産合計 4,847,969 4,895,675

固定資産

有形固定資産

建物 1,036,841 979,152

構築物 215,747 201,689

機械及び装置 800,858 977,408

車両運搬具 146,950 111,149

工具、器具及び備品 70,778 59,975

土地 1,761,367 1,922,359

リース資産 24,175 20,358

建設仮勘定 400,456 16,283

その他 0 0

有形固定資産合計 4,457,175 4,288,377

無形固定資産

ソフトウエア 99,437 92,751

電話加入権 12,646 12,646

その他 17,795 34,850

無形固定資産合計 129,879 140,247

投資その他の資産

投資有価証券 613,793 404,176

関係会社株式 889,941 878,926

長期貸付金 28,682 18,422

破産更生債権等 1,391 469

長期前払費用 10,668 7,800

繰延税金資産 182,101 167,143

その他 40,790 39,291

貸倒引当金 △12,580 △7,817

投資その他の資産合計 1,754,787 1,508,414

固定資産合計 6,341,842 5,937,039

資産合計 11,189,811 10,832,714
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(単位：千円)

前事業年度
(2019年８月31日)

当事業年度
(2020年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 35,806 34,154

営業外支払手形 5,012 4,023

電子記録債務 542,556 357,286

買掛金 272,696 116,509

短期借入金 600,000 600,000

1年内返済予定の長期借入金 216,684 239,258

リース債務 4,122 4,122

未払金 322,552 150,090

未払費用 27,264 24,391

未払法人税等 98,000 9,439

未払消費税等 19,091 39,785

前受金 96,333 14,153

預り金 157,427 157,869

賞与引当金 73,341 73,529

その他 13 ―

流動負債合計 2,470,901 1,824,614

固定負債

長期借入金 333,280 480,928

リース債務 21,643 17,520

退職給付引当金 369,831 388,770

役員退職慰労引当金 29,090 35,390

資産除去債務 4,690 ―

その他 6,400 6,400

固定負債合計 764,935 929,009

負債合計 3,235,837 2,753,623

純資産の部

株主資本

資本金 878,750 878,750

資本剰余金

その他資本剰余金 963,000 963,000

資本剰余金合計 963,000 963,000

利益剰余金

利益準備金 46,514 50,760

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 45,545 61,555

別途積立金 5,439,000 5,439,000

繰越利益剰余金 890,864 1,003,972

利益剰余金合計 6,421,923 6,555,287

自己株式 △350,615 △350,787

株主資本合計 7,913,058 8,046,249

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 40,916 32,841

評価・換算差額等合計 40,916 32,841

純資産合計 7,953,974 8,079,091

負債純資産合計 11,189,811 10,832,714
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2018年９月１日
　至 2019年８月31日)

当事業年度
(自 2019年９月１日
　至 2020年８月31日)

売上高 6,097,033 5,854,019

売上原価 3,667,318 3,514,107

売上総利益 2,429,714 2,339,912

販売費及び一般管理費

給料及び手当 713,055 717,305

賞与引当金繰入額 51,910 52,441

退職給付費用 23,975 21,896

役員退職慰労引当金繰入額 7,030 7,000

減価償却費 211,133 266,526

その他 1,292,809 1,199,260

販売費及び一般管理費合計 2,299,914 2,264,431

営業利益 129,800 75,480

営業外収益

受取利息及び配当金 35,517 52,336

有価証券利息 5,123 5,778

受取賃貸料 4,092 4,849

受取事務手数料 6,794 6,754

スクラップ売却益 4,136 1,926

貸倒引当金戻入額 2,351 3,932

その他 9,031 13,601

営業外収益合計 67,047 89,179

営業外費用

支払利息 4,433 4,827

為替差損 6,779 3,231

その他 1,254 3,451

営業外費用合計 12,467 11,510

経常利益 184,380 153,149

特別利益

固定資産売却益 3,156 5,308

受取補償金 18,317 4,891

補助金収入 6,195 85,900

特別利益合計 27,669 96,101

特別損失

固定資産売却損 266 ―

固定資産除却損 2,103 2,132

投資有価証券評価損 48,586 43

関係会社株式評価損 ― 11,014

特別損失合計 50,955 13,190

税引前当期純利益 161,094 236,060

法人税、住民税及び事業税 131,218 41,765

法人税等調整額 △57,832 18,477

法人税等合計 73,385 60,242

当期純利益 87,708 175,817
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度（自 2018年９月１日 至 2019年８月31日）

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

その他資本

剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計固定資産

圧縮積立金
別途積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高 878,750 963,000 963,000 42,187 58,440 5,439,000 837,859 6,377,487

当期変動額

利益準備金の積立 4,327 △4,327 ―

剰余金の配当 △43,272 △43,272

固定資産圧縮積立金

の取崩
△12,895 12,895 ―

当期純利益 87,708 87,708

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― ― 4,327 △12,895 ― 53,004 44,436

当期末残高 878,750 963,000 963,000 46,514 45,545 5,439,000 890,864 6,421,923

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △306,967 7,912,270 49,460 49,460 7,961,730

当期変動額

利益準備金の積立 ― ―

剰余金の配当 △43,272 △43,272

固定資産圧縮積立金

の取崩
― ―

当期純利益 87,708 87,708

自己株式の取得 △43,648 △43,648 △43,648

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△8,544 △8,544 △8,544

当期変動額合計 △43,648 788 △8,544 △8,544 △7,756

当期末残高 △350,615 7,913,058 40,916 40,916 7,953,974
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当事業年度（自 2019年９月１日 至 2020年８月31日）

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

その他資本

剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計固定資産

圧縮積立金
別途積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高 878,750 963,000 963,000 46,514 45,545 5,439,000 890,864 6,421,923

当期変動額

利益準備金の積立 4,245 △4,245 ―

剰余金の配当 △42,453 △42,453

固定資産圧縮積立金

の積立
30,794 △30,794 ―

固定資産圧縮積立金

の取崩
△14,784 14,784 ―

当期純利益 175,817 175,817

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― ― 4,245 16,010 ― 113,108 133,363

当期末残高 878,750 963,000 963,000 50,760 61,555 5,439,000 1,003,972 6,555,287

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △350,615 7,913,058 40,916 40,916 7,953,974

当期変動額

利益準備金の積立 ― ―

剰余金の配当 △42,453 △42,453

固定資産圧縮積立金

の積立
― ―

固定資産圧縮積立金

の取崩
― ―

当期純利益 175,817 175,817

自己株式の取得 △172 △172 △172

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△8,074 △8,074 △8,074

当期変動額合計 △172 133,191 △8,074 △8,074 125,117

当期末残高 △350,787 8,046,249 32,841 32,841 8,079,091


