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1.  平成25年8月期第1四半期の連結業績（平成24年9月1日～平成24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 ％

25年8月期第1四半期 1,402 △20.4 44 △59.7 54 △48.6 38 △45.5

24年8月期第1四半期 1,761 13.6 109 △18.5 106 △19.1 69 △43.0

（注）包括利益 25年8月期第1四半期 10百万円 （―％） 24年8月期第1四半期 △3百万円 （―％）

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

25年8月期第1四半期 10.41 ―

24年8月期第1四半期 19.12 ―

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年8月期第1四半期 5,538 4,621 83.4

24年8月期 5,570 4,651 83.5

（参考） 自己資本   25年8月期第1四半期  4,621百万円 24年8月期  4,651百万円

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

24年8月期 ― 4.00 ― 11.00 15.00

25年8月期 ―

25年8月期（予想） 4.00 ― 4.00 8.00

3. 平成25年 8月期の連結業績予想（平成24年 9月 1日～平成25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） 

（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) 2,800 △17.0 90 △54.8 100 △50.2 70 △48.1 19.18

通期 5,710 △11.3 180 △48.4 210 △41.2 140 △46.6 38.37



(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

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） 25年8月期1Q 3,896,000 株 24年8月期 3,896,000 株

② 期末自己株式数 25年8月期1Q 246,950 株 24年8月期 246,950 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年8月期1Q 3,649,050 株 24年8月期1Q 3,649,214 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四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が長引き、好調だった中国経済の成長率が

低下し景気の先行きに陰りがみえております。 

 わが国経済も自動車購入に対する政府の優遇策が終了し、自動車生産が減産化に向かっています。また、長引く

円高傾向により自動車産業を初めとする輸出産業の収益悪化が雇用環境の悪化をもたらしています。 

 当社グループの販売先であります電動工具業界も世界経済の減速と円高の影響を受け、減産傾向にあり、また、

自動車業界においても同様に減産傾向にありました。  

  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、主取引先であります電動工具業界及び自動車業界共に受注が減少し、売上高は７億41百万円（前

年同四半期比20.5％減）、営業利益は１百万円（同95.6％減）となりました。 

  ②中国 

 中国も同様に電動工具業界の受注減少により、売上高は６億87百万円（同20.4％減）、営業利益は37百万

円（同47.5％減）となりました。  

  ③タイ 

 タイは、平成24年９月に稼働したものの売上に寄与せず、営業損失は９百万円（前年同四半期は営業損失

２百万円）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31百万円減少し55億38百万円（前連結会計年度末比0.6％減）となりまし

た。これは主に現金及び預金が３億87百万円減少し、有形固定資産が３億52百万円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１百万円減少し９億17百万円（前連結会計年度末比0.2％減）となりまし

た。これは主に賞与引当金が25百万円及びその他流動負債が13百万円それぞれ増加し、買掛金が24百万円及び未払

法人税等が23百万円それぞれ減少したことによるものであります。  

 純資産の合計は前連結会計年度末と比べ29百万円減少し46億21百万円（前連結会計年度末比0.6％減）となりま

した。これは主に為替換算調整勘定が40百万円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24年10月12日の決算短信で公表しました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありませ

ん。   

   

（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。   

   

該当事項はありません。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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24年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成24年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,809,206 1,421,354 

受取手形及び売掛金 935,514 926,442 

商品及び製品 160,903 124,739 

仕掛品 67,776 58,528 

原材料及び貯蔵品 110,628 131,962 

繰延税金資産 18,178 23,076 

その他 71,398 91,202 

貸倒引当金 △490 △520 

流動資産合計 3,173,116 2,776,786 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 735,430 719,170 

機械装置及び運搬具（純額） 483,344 668,382 

土地 917,280 917,273 

その他（純額） 131,546 314,912 

有形固定資産合計 2,267,601 2,619,738 

無形固定資産 9,385 8,547 

投資その他の資産   

投資有価証券 92,541 105,019 

その他 31,037 31,629 

貸倒引当金 △3,176 △3,176 

投資その他の資産合計 120,401 133,471 

固定資産合計 2,397,388 2,761,757 

資産合計 5,570,505 5,538,543 

負債の部   

流動負債   

買掛金 598,743 574,200 

未払法人税等 52,012 28,757 

賞与引当金 25,955 51,062 

役員賞与引当金 13,280 12,470 

その他 191,831 205,202 

流動負債合計 881,823 871,692 

固定負債   

繰延税金負債 2,228 9,504 

役員退職慰労引当金 35,269 36,140 

固定負債合計 37,497 45,645 

負債合計 919,321 917,338 
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（単位：千円）

前連結会計年度 

(平成24年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成24年11月30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 3,646,270 3,644,135 

自己株式 △132,908 △132,908 

株主資本合計 4,915,087 4,912,952 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 19,393 32,438 

為替換算調整勘定 △283,296 △324,185 

その他の包括利益累計額合計 △263,903 △291,746 

純資産合計 4,651,184 4,621,205 

負債純資産合計 5,570,505 5,538,543 
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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23年９月１日 

 至 平成23年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年９月１日 

 至 平成24年11月30日) 

売上高 1,761,491 1,402,309 

売上原価 1,532,736 1,232,758 

売上総利益 228,755 169,550 

販売費及び一般管理費 119,664 125,544 

営業利益 109,090 44,006 

営業外収益   

受取利息 4,157 6,712 

受取配当金 240 165 

為替差益 － 2,684 

その他 1,802 1,174 

営業外収益合計 6,199 10,735 

営業外費用   

為替差損 8,743 － 

その他 47 － 

営業外費用合計 8,791 － 

経常利益 106,499 54,741 

特別利益   

投資有価証券売却益 － 6,046 

特別利益合計 － 6,046 

特別損失   

固定資産売却損 344 152 

固定資産除却損 8 － 

就業補償金 241 972 

特別損失合計 594 1,124 

税金等調整前四半期純利益 105,904 59,663 

法人税、住民税及び事業税 50,766 26,273 

法人税等調整額 △14,625 △4,614 

法人税等合計 36,140 21,658 

少数株主損益調整前四半期純利益 69,764 38,004 

四半期純利益 69,764 38,004 
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（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23年９月１日 

 至 平成23年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年９月１日 

 至 平成24年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 69,764 38,004 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △11,947 13,045 

為替換算調整勘定 △61,309 △40,888 

その他の包括利益合計 △73,257 △27,843 

四半期包括利益 △3,493 10,160 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △3,493 10,160 

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。     

   

 該当事項はありません。     

   

Ⅰ 前第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） 

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。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成24年９月１日 至平成24年11月30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）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

（５）セグメント情報等

  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  932,016  829,475  －  1,761,491  －  1,761,491

セグメント間の内部売上高又は

振替高 

 280  34,571  －  34,851  △34,851  －

計  932,296  864,046  －  1,796,343  △34,851  1,761,491

セグメント利益又は損失（△）  25,855  71,386  △2,874  94,367  14,722  109,090

  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  741,135  661,173  －  1,402,309  －  1,402,309

セグメント間の内部売上高又は

振替高 

 －  26,350  －  26,350  △26,350  －

計  741,135  687,524  －  1,428,660  △26,350  1,402,309

セグメント利益又は損失（△）  1,136  37,456  △9,734  28,859  15,146  44,006
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