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1.  平成24年8月期第3四半期の連結業績（平成23年9月1日～平成24年5月31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3四半期 4,990 9.3 287 △2.9 295 3.0 214 △10.9

23年8月期第3四半期 4,564 18.2 296 13.1 287 5.4 241 24.9

（注）包括利益 24年8月期第3四半期 282百万円 （29.3％） 23年8月期第3四半期 218百万円 （―％）

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3四半期 58.88 ―

23年8月期第3四半期 65.31 ―

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年8月期第3四半期 5,655 4,689 82.9

23年8月期 5,385 4,472 83.1

（参考） 自己資本   24年8月期第3四半期  4,689百万円 23年8月期  4,472百万円

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 ― 4.00 ― 14.00 18.00

24年8月期 ― 4.00 ―

24年8月期（予想） 11.00 15.00

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） 

 

（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

通期 6,500 5.1 420 6.9 400 4.2 280 △13.6 76.04



(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  ：  無  

(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 

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、業況の変化

等により、上記予想と異なる場合があります。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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3Q 3,896,000 株 23年8月期 3,896,000 株

② 期末自己株式数 24年8月期3Q 246,872 株 23年8月期 246,776 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年8月期3Q 3,649,169 株 23年8月期3Q 3,692,154 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間における世界経済は、欧州の財政金融危機の長期化により景気の減速感が強まってお

ります。アジア地域においても欧州の金融不安から中国やインドなどの新興国は経済成長が鈍化するなど、厳しさ

を増しております。 

 わが国経済は、東日本大震災やタイの洪水の影響から脱し、景気はやや回復基調にありましたが、長びく円高傾

向や株式市場の低迷により、景気は先行き不透明なまま推移いたしました。  

 当社グループの販売先であります電動工具業界は新興国をはじめ比較的に販売が好調であり、自動車業界は東日

本大震災の復興需要により生産が増加しました。  

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は49億90百万円（前年同四半期比9.3％増）となり、経常利益は

２億95百万円（同3.0％増）、四半期純利益は２億14百万円（同10.9％減）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、電動工具向け製品は震災復興需要が落ち着いたことから売上が減少しましたが、自動車向け製品

は環境対策車を中心に需要が堅調であったため、売上高は26億31百万円（前年同四半期比8.6％増）、営業

利益は荷造運搬費やタイ子会社の開業準備費用が増加したため57百万円（同31.1％減）となりました。 

  ②中国 

 中国は、電動工具業界の販売好調に支えられ受注が増加したため、売上高は24億42百万円（同9.8％

増）、営業利益は１億95百万円（同19.9％増）となりました。  

  ③タイ 

 タイは、平成24年９月稼働予定の準備段階であり、営業損失が９百万円となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 資産合計は、前連結会計年度末と比べ２億69百万円増加し56億55百万円（前連結会計年度末比5.0％増）となり

ました。これは主に現金及び預金が３億29百万円及び有形固定資産が43百万円それぞれ増加し、受取手形及び売掛

金が54百万円、たな卸資産が38百万円及び投資有価証券が27百万円それぞれ減少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53百万円増加し９億65百万円（前連結会計年度末比5.8％増）となりまし

た。これは主に未払法人税等が36百万円及びその他流動負債が45百万円それぞれ増加しましたが、買掛金が31百万

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２億16百万円増加し46億89百万円（前連結会計年度末比4.8％増）となり

ました。これは主に利益剰余金が１億49百万円増加し、その他有価証券評価差額金が12百万円及び為替換算調整勘

定が79百万円それぞれ減少したことによるものであります。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年10月14日の決算短信で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。     

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。   

   

（３）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。 

   

（４）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） 

 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。 

 なお、「金融商品会計に関する実務指針」（会計制度委員会報告第14号 平成23年３月29日）に基づき、当第

３四半期連結累計期間の貸倒引当金戻入益は、その性質に応じて販売費及び一般管理費又は営業外収益の区分に

計上しておりますが、前第３四半期連結累計期間については遡及処理を行っておりません。 

  

（法人税率の変更等による影響） 

 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法

律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置

法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以降に開始する連結会計年度か

ら法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることになりました。 

 なお、この変更による影響は軽微であります。 

   

該当事項はありません。     

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 

（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３四半期連結会計期間 

(平成24年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,463,834 1,792,837 

受取手形及び売掛金 1,047,138 992,661 

商品及び製品 197,328 171,786 

仕掛品 81,329 78,087 

原材料及び貯蔵品 144,733 134,530 

繰延税金資産 19,615 28,484 

その他 54,513 61,201 

貸倒引当金 △520 △460 

流動資産合計 3,007,972 3,259,129 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 779,292 755,189 

機械装置及び運搬具（純額） 571,987 517,522 

土地 826,709 925,478 

その他（純額） 44,473 68,084 

有形固定資産合計 2,222,464 2,266,274 

無形固定資産 8,307 10,363 

投資その他の資産   

投資有価証券 117,094 89,951 

その他 32,773 32,617 

貸倒引当金 △3,183 △3,176 

投資その他の資産合計 146,684 119,391 

固定資産合計 2,377,456 2,396,029 

資産合計 5,385,428 5,655,158 

負債の部   

流動負債   

買掛金 675,307 643,743 

未払法人税等 18,497 55,275 

賞与引当金 32,981 44,458 

役員賞与引当金 11,690 10,525 

その他 122,076 167,511 

流動負債合計 860,553 921,515 

固定負債   

繰延税金負債 20,032 9,883 

役員退職慰労引当金 31,930 34,355 

固定負債合計 51,962 44,238 

負債合計 912,515 965,754 
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（単位：千円）

前連結会計年度 

(平成23年８月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(平成24年５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 3,449,538 3,598,718 

自己株式 △132,822 △132,869 

株主資本合計 4,718,440 4,867,575 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 31,923 19,454 

為替換算調整勘定 △277,450 △197,625 

その他の包括利益累計額合計 △245,527 △178,170 

純資産合計 4,472,913 4,689,404 

負債純資産合計 5,385,428 5,655,158 
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（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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成22年９月１日 

 至 平成23年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成23年９月１日 

 至 平成24年５月31日) 

売上高 4,564,029 4,990,718 

売上原価 3,932,093 4,334,227 

売上総利益 631,936 656,491 

販売費及び一般管理費 335,745 368,789 

営業利益 296,191 287,701 

営業外収益   

受取利息 9,397 15,539 

受取配当金 525 558 

助成金収入 262 2,351 

その他 2,547 2,000 

営業外収益合計 12,733 20,449 

営業外費用   

為替差損 21,200 12,514 

その他 625 67 

営業外費用合計 21,826 12,581 

経常利益 287,097 295,568 

特別利益   

固定資産売却益 － 742 

投資有価証券売却益 － 6,592 

貸倒引当金戻入額 13 － 

特別利益合計 13 7,334 

特別損失   

固定資産売却損 1,982 373 

固定資産除却損 2,180 15 

就業補償金 3,966 727 

特別損失合計 8,128 1,116 

税金等調整前四半期純利益 278,982 301,787 

法人税、住民税及び事業税 39,595 95,262 

法人税等調整額 △1,732 △8,341 

法人税等合計 37,863 86,921 

少数株主損益調整前四半期純利益 241,119 214,866 

四半期純利益 241,119 214,866 
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（四半期連結包括利益計算書） 

（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成22年９月１日 

 至 平成23年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成23年９月１日 

 至 平成24年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 241,119 214,866 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 22,444 △12,468 

為替換算調整勘定 △45,336 79,825 

その他の包括利益合計 △22,892 67,357 

四半期包括利益 218,226 282,223 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 218,226 282,223 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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該当事項はありません。     

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成22年９月１日 至平成23年５月31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   

（単位：千円） 

 (注)１．セグメント利益の調整額は、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 

 該当事項はありません。   

   

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成23年９月１日 至平成24年５月31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   

（単位：千円） 

 (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 

 該当事項はありません。 

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

 なお、当社グループは従来、「日本」及び「中国」の２つを報告セグメントとしておりましたが、前連

結会計年度よりタイの子会社設立に伴い、「タイ」を新たな報告セグメントとして追加しております。   

   

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）セグメント情報等

  日 本 中 国 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  2,424,020  2,140,008  4,564,029  －  4,564,029

セグメント間の内部売上高又は

振替高 

 －  85,077  85,077  △85,077  －

計  2,424,020  2,225,085  4,649,106  △85,077  4,564,029

セグメント利益  83,307  163,096  246,404  49,786  296,191

  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  2,631,515  2,359,203  －  4,990,718  －  4,990,718

セグメント間の内部売上高又は

振替高 

 280  83,754  －  84,034  △84,034  －

計  2,631,795  2,442,958  －  5,074,753  △84,034  4,990,718

セグメント利益又は損失（△）  57,381  195,542  △9,169  243,754  43,946  287,701

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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