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1.  平成24年8月期第1四半期の連結業績（平成23年9月1日～平成23年11月30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 ％

24年8月期第1四半期 1,315 △40.3 △510 ― △495 ― △269 ―
23年8月期第1四半期 2,205 △11.3 141 △47.9 186 △21.5 172 △29.7

（注）包括利益 24年8月期第1四半期 △369百万円 （―％） 23年8月期第1四半期 78百万円 （―％）

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

24年8月期第1四半期 △12.71 ―
23年8月期第1四半期 8.12 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年8月期第1四半期 19,901 14,206 71.4
23年8月期 20,467 14,776 72.0
（参考） 自己資本   24年8月期第1四半期  14,206百万円 23年8月期  14,745百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年8月期 ― 6.00 ― 8.00 14.00
24年8月期 ―
24年8月期（予想） 6.00 ― 8.00 14.00

3.  平成24年8月期の連結業績予想（平成23年9月1日～平成24年8月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 4,300 △16.7 100 △83.7 110 △83.1 50 △88.9 2.36
通期 10,500 1.7 560 △32.1 550 △30.5 340 △31.4 16.03



(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  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料２ページ「１．サマリー情報（その他）に関する事項（1）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続は完了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業績の変化
等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年8月期1Q 21,899,528 株 23年8月期 21,899,528 株
② 期末自己株式数 24年8月期1Q 691,934 株 23年8月期 691,911 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年8月期1Q 21,207,594 株 23年8月期1Q 21,236,741 株
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（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

・税金費用の計算 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。  

（３）追加情報 

・会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用して

おります。 

１．サマリー情報（その他）に関する事項



２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,332,022 3,528,074

受取手形及び売掛金 3,841,750 3,393,362

製品 828,085 772,530

仕掛品 593,055 1,110,814

未成工事支出金 13,173 3,817

原材料及び貯蔵品 741,035 988,223

繰延税金資産 387,251 594,012

その他 218,669 253,985

貸倒引当金 △16,330 △13,924

流動資産合計 10,938,713 10,630,895

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,062,871 2,057,717

機械装置及び運搬具 6,694,758 6,317,418

土地 4,726,105 4,723,299

建設仮勘定 368,360 374,606

その他 471,040 475,673

減価償却累計額 △6,873,542 △6,756,264

有形固定資産合計 7,449,594 7,192,450

無形固定資産 66,751 62,131

投資その他の資産   

繰延税金資産 685,040 676,167

その他 1,347,957 1,360,405

貸倒引当金 △4,595 △4,595

投資損失引当金 △16,343 △16,343

投資その他の資産合計 2,012,058 2,015,634

固定資産合計 9,528,404 9,270,216

資産合計 20,467,118 19,901,111



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,699,570 1,820,543

短期借入金 312,112 272,112

未払法人税等 45,539 47,967

賞与引当金 281,669 85,919

その他の引当金 11,416 16,182

その他 803,745 978,500

流動負債合計 3,154,053 3,221,225

固定負債   

長期借入金 1,251,680 1,203,652

製品機能維持引当金 241,887 261,134

その他の引当金 54,051 50,359

その他 988,822 958,440

固定負債合計 2,536,441 2,473,587

負債合計 5,690,495 5,694,813

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,240,431 3,240,431

資本剰余金 4,400,749 4,400,749

利益剰余金 7,705,008 7,265,814

自己株式 △302,258 △302,268

株主資本合計 15,043,930 14,604,726

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,302 3,578

為替換算調整勘定 △296,261 △402,005

その他の包括利益累計額合計 △298,564 △398,427

新株予約権 31,256 －

純資産合計 14,776,623 14,206,298

負債純資産合計 20,467,118 19,901,111



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成23年11月30日) 

売上高 2,205,553 1,315,896

売上原価 1,309,892 1,060,947

売上総利益 895,660 254,948

販売費及び一般管理費 753,973 765,193

営業利益又は営業損失（△） 141,687 △510,244

営業外収益   

受取利息 448 339

不動産賃貸料 5,452 4,956

為替差益 1,677 7,044

その他 43,037 7,916

営業外収益合計 50,616 20,256

営業外費用   

支払利息 5,083 4,161

その他 625 1,718

営業外費用合計 5,709 5,879

経常利益又は経常損失（△） 186,594 △495,867

特別利益   

固定資産売却益 13,307 －

新株予約権戻入益 － 31,256

特別利益合計 13,307 31,256

特別損失   

固定資産廃棄損 4,835 －

投資有価証券評価損 1,595 －

特別損失合計 6,430 －

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（△）

193,471 △464,610

法人税等 20,946 △195,077

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

172,524 △269,533

四半期純利益又は四半期純損失（△） 172,524 △269,533



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成23年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

172,524 △269,533

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,191 5,881

為替換算調整勘定 △89,403 △105,744

その他の包括利益合計 △93,594 △99,863

四半期包括利益 78,929 △369,396

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 78,929 △369,396

少数株主に係る四半期包括利益 － －



該当事項はありません。  

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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