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1.  平成23年8月期第2四半期の連結業績（平成22年9月1日～平成23年2月28日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年8月期第2四半期 2,746 3.4 37 ― 22 ― △27 ―
22年8月期第2四半期 2,656 △24.5 △105 ― △129 ― △149 ―

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

23年8月期第2四半期 △5.94 ―
22年8月期第2四半期 △32.47 ―

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

23年8月期第2四半期 9,372 7,754 82.5 1,731.90
22年8月期 9,468 7,897 83.2 1,714.47

（参考） 自己資本   23年8月期第2四半期  7,733百万円 22年8月期  7,873百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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

22年8月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
23年8月期 ― 0.00
23年8月期 

（予想）
― 10.00 10.00

3.  平成23年8月期の連結業績予想（平成22年9月1日～平成23年8月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

売上高 営業利益 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 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 6,400 15.8 200 348.9 200 ― 140 ― 30.48



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続きは終了しております。 

※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あたっての注意事項等については四
半期決算短信（添付資料２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「２．その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年8月期2Q 5,022,000株 22年8月期  5,022,000株
② 期末自己株式数 23年8月期2Q  556,604株 22年8月期  429,651株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年8月期2Q 4,547,915株 22年8月期2Q 4,593,300株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間の世界経済は、中国を中心とする新興国経済の成長に牽引され、全体では緩やかな回復

基調となりましたが、地域によって内情は様々で、欧州での信用不安、中東・北アフリカでの政情不安等、景気下押

しリスクを抱えております。 

  日本経済は、海外経済の改善および政府の景気刺激策による企業収益の改善等により持ち直しつつありますが、依

然として円高、デフレ状態が続いており先行き不透明な状況が続いております。 

  自動車業界においては、北米市場の回復および中国をはじめとする新興国市場の旺盛な需要から、全体での回復が

鮮明となりました。 

  このような中、当社グループはＣＲ－Ｚ等ハイブリッドカー向けの商品開発に注力するとともに、中国他アジア新

興国への海外展開を進め、更にはタイ国での天然ガス自動車事業の立上げおよび軽量飛行機用新型エンジンの開発を

進めております。 

  当第２四半期連結累計期間の売上高については、アフターパーツ販売が円高等の影響で減少し、また、メーカーか

らの受託加工も減少しましたが、水上バイク用スーパーチャージャーおよび天然ガス自動車等の受託生産・受託開発

が増加し2,746百万円（前年同期比3.4%増）となりました。 

  損益面では、利益率の低い受託開発の売上が増加したこと等から売上総利益が減少しましたが、経費削減、業務の

効率化により、営業利益37百万円（前年同期は105百万円の営業損失）、経常利益は22百万円（前年同期は129百万円

の経常損失）となりました。四半期純損失は一部繰延税金資産を取り崩したことにより27百万円（前年同期は149百

万円の四半期純損失）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債、純資産の状況  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ96百万円減少し、9,372百万円となりました。

これは主に、たな卸資産の増加額200百万円等の増加要因がありましたが、譲渡性預金の解約による有価証券の減少

額100百万円、減価償却等による有形固定資産の減少額99百万円および、現金及び預金の減少額92百万円等の減少要

因があったことによるものです。   

 負債は、前連結会計年度末に比べ47百万円増加し、1,618百万円となりました。これは主に借入金の返済による減

少額63百万円等の減少要因がありましたが、支払手形及び買掛金の増加額109百万円等の増加要因があったことによ

るものです。 

 純資産は前連結会計年度末に比べ143百万円減少し、7,754百万円となりました。これは主に四半期純損失27百万

円、剰余金の配当実施額45百万円および自己株式の取得額38百万円等によるものです。  

  

②キャッシュ・フローの状況 

  当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）残高は、前連結会計年度末

に比べ175百万円減少し、1,775百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間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。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果増加した資金は79百万円となりました。これは主にたな卸資産の増加による資金の減少額221百

万円等がありましたが、減価償却費179百万円および仕入債務の増加による資金の増加額122百万円等があったこ

とによるものです。 

（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86百万円となりました。これは主に設備投資等有形固定資産の取得による支出89

百万円等によるものです。  

（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139百万円となりました。これは借入金の返済による支出55百万円、剰余金の配

当実施額45百万円および自己株式の取得額38百万円によるものです。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績予想につきましては、平成23年３月11日に発生しました東北地方太平洋沖地震による経済活動への影響

が、当社の業績に及ぼす影響につきまして現在精査中であることから、前回発表予想を据え置いております。今後の

動向を踏まえ、業績予想の修正が必要と判断される場合には速やかに公表いたします。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益および経常利益は122千円、税金等調整前四半期純利益は

2,082千円減少しております。 

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,176,528 1,268,914

受取手形及び売掛金 790,039 736,677

有価証券 650,000 750,000

製品 1,146,353 1,045,236

仕掛品 183,020 253,365

原材料及び貯蔵品 652,295 482,524

その他 191,168 271,546

貸倒引当金 △11,917 △12,370

流動資産合計 4,777,488 4,795,893

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,502,572 1,553,874

機械装置及び運搬具（純額） 542,972 585,711

土地 1,977,038 1,980,689

その他（純額） 124,161 125,584

有形固定資産合計 4,146,744 4,245,859

無形固定資産   

のれん 4,671 5,838

その他 54,333 37,137

無形固定資産合計 59,004 42,976

投資その他の資産   

投資有価証券 50,870 43,123

その他 395,443 399,167

貸倒引当金 △57,103 △58,319

投資その他の資産合計 389,210 383,971

固定資産合計 4,594,959 4,672,807

資産合計 9,372,448 9,468,701

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 626,574 517,136

短期借入金 150,746 189,832

未払法人税等 12,866 15,685

賞与引当金 57,528 64,618

その他 395,433 370,038

流動負債合計 1,243,149 1,157,311

固定負債   

長期借入金 103,920 128,460

退職給付引当金 155,462 142,855

役員退職慰労引当金 111,430 142,340

資産除去債務 4,095 －

固定負債合計 374,907 413,655

負債合計 1,618,056 1,570,966
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年８月31日) 

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 6,267,795 6,340,747

自己株式 △196,981 △158,397

株主資本合計 7,912,564 8,024,100

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,011 △901

為替換算調整勘定 △181,947 △149,723

評価・換算差額等合計 △178,936 △150,624

少数株主持分 20,764 24,259

純資産合計 7,754,392 7,897,734

負債純資産合計 9,372,448 9,468,701
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高 2,656,963 2,746,221

売上原価 1,557,649 1,660,500

売上総利益 1,099,313 1,085,721

販売費及び一般管理費 1,204,536 1,048,418

営業利益又は営業損失（△） △105,222 37,303

営業外収益   

受取利息 3,883 2,009

受取配当金 481 510

その他 6,529 9,579

営業外収益合計 10,895 12,099

営業外費用   

支払利息 4,809 3,379

為替差損 25,933 18,707

その他 4,592 4,807

営業外費用合計 35,335 26,894

経常利益又は経常損失（△） △129,662 22,507

特別利益   

固定資産売却益 1,679 9,134

投資有価証券売却益 510 －

貸倒引当金戻入額 4,488 1,425

特別利益合計 6,677 10,559

特別損失   

固定資産売却損 97 90

固定資産除却損 1,560 4,145

投資有価証券評価損 2,703 －

割増退職金 35,922 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,960

特別損失合計 40,284 6,196

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△163,270 26,871

法人税、住民税及び事業税 10,752 18,939

法人税等調整額 △24,575 38,229

法人税等合計 △13,822 57,168

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △30,297

少数株主損失（△） △302 △3,269

四半期純損失（△） △149,145 △27,028
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△163,270 26,871

減価償却費 202,780 179,018

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,203 △1,425

賞与引当金の増減額（△は減少） △40,701 △7,090

退職給付引当金の増減額（△は減少） △127,166 12,606

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,400 △30,910

受取利息及び受取配当金 △4,365 △2,520

支払利息 4,809 3,379

為替差損益（△は益） 13,441 13,056

有形固定資産除売却損益（△は益） △21 △4,898

投資有価証券売却損益（△は益） △510 －

投資有価証券評価損益（△は益） 2,703 －

売上債権の増減額（△は増加） 269,275 △57,257

たな卸資産の増減額（△は増加） △228,661 △221,395

その他の流動資産の増減額（△は増加） △11,726 10,220

仕入債務の増減額（△は減少） 306,031 122,809

その他の流動負債の増減額（△は減少） 220,640 26,941

未払消費税等の増減額（△は減少） △40,968 7,169

その他 443 △236

小計 403,931 76,340

利息及び配当金の受取額 5,786 2,593

利息の支払額 △4,358 △3,321

法人税等の支払額 △28,490 △21,539

法人税等の還付額 － 25,161

営業活動によるキャッシュ・フロー 376,869 79,235

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 △73,928 △52,504

定期預金の払戻による収入 83,452 66,795

有形固定資産の取得による支出 △73,801 △89,517

有形固定資産の売却による収入 3,309 12,328

無形固定資産の取得による支出 － △24,315

投資有価証券の売却による収入 100,510 －

その他 △2,694 369

投資活動によるキャッシュ・フロー 36,848 △86,843

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △23,027 △4,215

長期借入金の返済による支出 △88,170 △50,814

自己株式の取得による支出 － △38,583

配当金の支払額 △45,651 △45,626

財務活動によるキャッシュ・フロー △156,848 △139,239

現金及び現金同等物に係る換算差額 △24,492 △28,515

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 232,376 △175,362

現金及び現金同等物の期首残高 1,710,669 1,951,271

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,943,046 1,775,908
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 該当事項はありません。  

  

  

【事業の種類別セグメント情報】  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28日） 

   事業の種類として「自動車等の関連部品事業」および「超軽量小型飛行機事業」に区分しておりますが、前

第２四半期連結累計期間および当第２四半期連結累計期間については、全セグメントの売上高の合計および

営業利益の合計額に占める「自動車等の関連部品事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種

類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

 前第２四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28日） 

（注）１．国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国または地域 

(1）ヨーロッパ…イギリス 

(2）北米…………アメリカ 

(3）アジア………タイ 

  

【海外売上高】 

 前第２四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28日） 

（注）１．国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国または地域 

(1) ヨーロッパ……イギリスその他欧州域内諸国 

(2) 北米……………アメリカ 

(3) アジア…………東南アジア、東アジア、西アジア 

(4）その他の地域…オセアニア、南アメリカ、アフリカ 

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

４．ヨーロッパ、北米以外の地域は、従来「その他の地域」として一括掲載しておりましたが、アジア地域の重

要性が増大したため、第１四半期連結累計期間より「アジア」として区分掲記することとしました。 

  なお、前第２四半期連結累計期間の「アジア」は357,847千円（10.2%)、「その他の地域」は44,460千円

（1.3%)であります。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
日本 

（千円） 
ヨーロッパ
（千円） 

北米 
（千円） 

アジア 
（千円） 

計 
（千円） 

消去または
全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する

売上高 
 2,106,246  155,408  304,856  90,451  2,656,963  －  2,656,963

(2）セグメント間の内

部売上高または振

替高 

 219,266  282  2,526  8,913  230,988  (230,988)  －

計  2,325,512  155,690  307,383  99,365  2,887,951  (230,988)  2,656,963

営業利益または営業損失 

(△) 
 △38,054  1,257  11,050  △17,825  △43,571  (61,650)  △105,222

  ヨーロッパ 北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  171,069  315,589  351,267  21,697  859,625

Ⅱ 連結売上高（千円）          2,656,963

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合(％) 
 6.5  11.9  13.2  0.8  32.4
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【セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年９月１日 至 平成23年２月28日） 

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。    

  

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平

成20年３月21日）を適用しております。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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