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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 7,594 17.8 488 33.5 528 49.5 340 73.7
24年8月期第1四半期 6,446 31.1 365 205.5 353 108.2 195 81.6

（注）包括利益 25年8月期第1四半期 382百万円 （143.6％） 24年8月期第1四半期 157百万円 （57.1％）

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 26.38 ―
24年8月期第1四半期 15.19 ―

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 24,070 14,386 59.7
24年8月期 23,581 14,211 60.2
（参考） 自己資本   25年8月期第1四半期  14,368百万円 24年8月期  14,192百万円

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 ― 16.00 ― 17.00 33.00
25年8月期 ―
25年8月期（予想） 17.00 ― 18.00 35.00

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) 16,600 20.1 961 28.1 969 16.8 555 19.5 43.01
通期 33,500 12.3 2,000 13.7 2,009 8.9 1,120 10.9 86.81



(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手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

※  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） 25年8月期1Q 14,415,319 株 24年8月期 14,415,319 株
② 期末自己株式数 25年8月期1Q 1,512,860 株 24年8月期 1,512,681 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年8月期1Q 12,902,476 株 24年8月期1Q 12,902,667 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、底堅く推移したものの、長引く欧州経済の停滞や円

高に加え、牽引役だった中国をはじめとする一部の新興国の経済成長が鈍化したことなどにより、先行き

不透明な状況が続きました。 

 当社グループの主要ユーザーである自動車業界におきましては、中国では反日デモの影響を受け、販

売・生産が縮小しましたが、タイやインドネシアなどでは市場が拡大しており、各メーカーが生産能力を

増強しております。 

 このような状況の中、当第１四半期連結累計期間における売上高は、自動車業界向けの溶接設備等の売

上増加により75億94百万円（前年同期比17.8％増）となりました。  

 また、経常利益につきましては、５億28百万円（前年同期比49.5％増）となり、四半期純利益は３億40

百万円（前年同期比73.7％増）となりました。 

  

セグメントごとの業績は、次のとおりであります。  

  

①日本 

国内自動車メーカーや自動車部品メーカーに対し、シートフレーム溶接設備や品質検査装置の売上

があったことなどから、売上高は59億93百万円（前年同期比13.8％増）となりました。セグメント利

益につきましては３億64百万円（前年同期比17.7％増）となりました。  

  

②米国 

北米日系自動車メーカーにおけるモデルチェンジに伴い、溶接設備や治具等の設備改造の売上が増

加したことなどから、売上高は６億55百万円（前年同期比57.2％増）となりました。セグメント利益

につきましては22百万円（前年同期比7.9％減）となりました。 

  

③アジア 

タイ日系自動車メーカーにおけるモデルチェンジに伴い、汎用溶接機器や溶接治具の売上が増加し

たことなどから、売上高は９億45百万円（前年同期比24.1％増）となりました。セグメント利益につ

きましては91百万円（前年同期比201.8％増）となりました。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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当第１四半期連結会計期間の総資産は240億70百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億88百万円増

加いたしました。 

流動資産は前連結会計年度末に比べ６億10百万円増加し、178億59百万円となりました。これは主に、

受取手形及び売掛金が９億36百万円減少しましたが、現金及び預金が11億53百万円増加したほか、仕掛品

が１億71百万円、商品及び製品が１億16百万円増加したことによるものであります。 

固定資産は前連結会計年度末に比べ１億22百万円減少し、62億10百万円となりました。これは主に、投

資有価証券が50百万円増加しましたが、前連結会計年度末に計上していた非連結子会社に対する貸付金１

億円を短期貸付金（流動資産）に振替えたほか、減価償却などにより有形固定資産が72百万円減少したこ

とによるものであります。 

流動負債は前連結会計年度末に比べ３億６百万円増加し、91億41百万円となりました。これは主に、支

払手形及び買掛金が２億３百万円増加したことによるものであります。 

固定負債は前連結会計年度末に比べ６百万円増加し、５億42百万円となりました。 

純資産合計は前連結会計年度末に比べ１億75百万円増加し、143億86百万円となりました。 

以上により、自己資本比率は、前連結会計年度末の60.2％から0.5ポイント低下し59.7％となりまし

た。 

  

平成25年８月期の連結業績予想につきましては、平成24年10月12日に公表いたしました業績予想から変

更しておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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)

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 4,577,644 5,730,794

受取手形及び売掛金 9,817,198 8,880,513

有価証券 293,940 202,660

商品及び製品 1,487,670 1,603,862

仕掛品 279,101 450,157

原材料及び貯蔵品 263,210 305,347

その他 534,114 688,909

貸倒引当金 △4,062 △2,569

流動資産合計 17,248,818 17,859,675

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,818,420 1,806,437

その他（純額） 2,590,992 2,530,127

有形固定資産合計 4,409,413 4,336,565

無形固定資産 56,008 65,570

投資その他の資産   

投資有価証券 986,713 1,036,758

その他 882,535 773,574

貸倒引当金 △1,850 △1,850

投資その他の資産合計 1,867,399 1,808,483

固定資産合計 6,332,821 6,210,619

資産合計 23,581,639 24,070,295

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,531,784 7,734,959

短期借入金 134,101 178,395

未払法人税等 421,219 263,724

賞与引当金 134,696 247,801

引当金 29,250 5,737

その他 583,229 710,610

流動負債合計 8,834,280 9,141,227

固定負債   

役員退職慰労引当金 239,180 245,575

引当金 5,027 5,220

その他 291,545 291,545

固定負債合計 535,752 542,341

負債合計 9,370,033 9,683,568
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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 951,106 951,106

資本剰余金 997,484 997,484

利益剰余金 14,223,117 14,344,187

自己株式 △1,135,116 △1,135,151

株主資本合計 15,036,592 15,157,627

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △22,718 5,923

土地再評価差額金 △567,976 △567,976

為替換算調整勘定 △253,136 △227,065

その他の包括利益累計額合計 △843,831 △789,118

少数株主持分 18,845 18,217

純資産合計 14,211,606 14,386,726

負債純資産合計 23,581,639 24,070,295
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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 6,446,219 7,594,977

売上原価 5,304,364 6,235,114

売上総利益 1,141,854 1,359,863

販売費及び一般管理費 775,980 871,587

営業利益 365,873 488,275

営業外収益   

受取利息 5,581 5,857

受取配当金 647 971

為替差益 － 18,953

デリバティブ評価損戻入額 － 8,780

その他 14,033 9,136

営業外収益合計 20,263 43,698

営業外費用   

支払利息 － 2,700

為替差損 2,899 －

デリバティブ評価損 28,360 －

その他 1,703 1,130

営業外費用合計 32,963 3,831

経常利益 353,173 528,143

特別利益   

特別利益合計 － －

特別損失   

固定資産除却損 5,100 －

特別損失合計 5,100 －

税金等調整前四半期純利益 348,073 528,143

法人税、住民税及び事業税 185,201 221,272

法人税等調整額 △33,129 △33,217

法人税等合計 152,072 188,055

少数株主損益調整前四半期純利益 196,000 340,087

少数株主利益又は少数株主損失（△） 10 △324

四半期純利益 195,990 340,412
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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 196,000 340,087

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △18,973 16,795

為替換算調整勘定 △19,850 26,071

その他の包括利益合計 △38,823 42,866

四半期包括利益 157,177 382,954

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 157,214 383,581

少数株主に係る四半期包括利益 △37 △626
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 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 

 
  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

報告セグメント

合計    
（千円）日本    

（千円）
米国    

（千円）
アジア   
（千円）

売上高

外部顧客への売上高 5,267,446 417,136 761,635 6,446,219

セグメント間の内部売上高又は
振替高

706,512 86,947 26,537 819,997

計 5,973,959 504,083 788,172 7,266,216

セグメント利益 309,340 24,169 30,459 363,969

利益
金額             

（千円）

報告セグメント計 363,969

セグメント間取引消去 3,351

未実現利益の調整 △1,447

四半期連結損益計算書の営業利益 365,873
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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 

 
  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
  

 該当事項はありません。 

  

報告セグメント

合計    
（千円）日本    

（千円）
米国    

（千円）
アジア   
（千円）

売上高

外部顧客への売上高 5,993,553 655,884 945,539 7,594,977

セグメント間の内部売上高又は
振替高

1,169,356 90,129 53,128 1,312,614

計 7,162,909 746,014 998,668 8,907,592

セグメント利益 364,068 22,264 91,925 478,259

利益
金額             

（千円）

報告セグメント計 478,259

セグメント間取引消去 10,093

未実現利益の調整 △77

四半期連結損益計算書の営業利益 488,275

（５）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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