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1.  平成25年8月期第3四半期の連結業績（平成24年9月1日～平成25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 ％

25年8月期第3四半期 4,976 △0.3 113 △60.5 142 △51.7 91 △57.4

24年8月期第3四半期 4,990 9.3 287 △2.9 295 3.0 214 △10.9

（注）包括利益 25年8月期第3四半期 674百万円 （139.2％） 24年8月期第3四半期 282百万円 （29.3％）

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3四半期 25.06 ―

24年8月期第3四半期 58.88 ―

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年8月期第3四半期 6,269 5,271 84.1

24年8月期 5,570 4,651 83.5

（参考） 自己資本   25年8月期第3四半期  5,271百万円 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 ― 4.00 ―

25年8月期（予想） 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、対前期増減率） 

（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

通期 6,500 1.0 150 △57.0 180 △49.6 110 △58.0 30.14



(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

半期連結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

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3Q 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3Q 246,987 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3Q 3,649,042 株 24年8月期3Q 3,649,168 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わが国経済は、欧州経済の停滞や中国等新興国の経済成長に陰りがみられ先

行き不透明な状況が続いておりましたが、昨年末の政権交代による新政権の経済政策や日銀による金融緩和策によ

り円安、株高へと景気回復への期待感が増してまいりました。しかし、企業の設備投資は低調であり、雇用の回復

も依然として厳しい状況にありました。 

 このような状況の中、当社グループは積極的な営業活動を行う一方、 低賃金引上げによる人件費の増加に対応

すべく機械の自動化等原価低減に努めました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は49億76百万円（前年同四半期比0.3％減）となり、経常利益は

１億42百万円（同51.7％減）、四半期純利益は91百万円（同57.4％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、主取引先であります電動工具業界からの受注が減少し、売上高は24億33百万円（前年同四半期比

7.5％減）、営業損失は４百万円（前年同四半期は営業利益57百万円）となりました。 

  ②中国 

 中国は、為替が円安傾向となったことから、売上高は26億37百万円（同8.0％増）となりましたが、国の

低賃金の引上げによる人件費の増加等により、営業利益は１億39百万円（同28.7％減）となりました。 

  ③タイ 

 タイは、平成25年10月より販売が開始され、売上高は18百万円、営業損失は67百万円（前年同四半期は営

業損失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６億98百万円増加し62億69百万円（前連結会計年度末比12.5％増）となり

ました。これは主に有形固定資産が６億12百万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78百万円増加し９億97百万円（前連結会計年度末比8.5％増）となりまし

た。これは主に買掛金が92百万円増加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６億20百万円増加し52億71百万円（前連結会計年度末比13.3％増）とな

りました。これは主に為替換算調整勘定が５億39百万円増加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25年４月９日に公表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３四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,809,206 1,768,045

受取手形及び売掛金 935,514 967,547

商品及び製品 160,903 147,351

仕掛品 67,776 78,950

原材料及び貯蔵品 110,628 130,118

繰延税金資産 18,178 21,009

その他 71,398 86,558

貸倒引当金 △490 △560

流動資産合計 3,173,116 3,199,022

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 735,430 1,141,520

機械装置及び運搬具（純額） 483,344 760,665

土地 917,280 949,523

その他（純額） 131,546 28,422

有形固定資産合計 2,267,601 2,880,132

無形固定資産 9,385 12,230

投資その他の資産   

投資有価証券 92,541 148,702

その他 31,037 32,256

貸倒引当金 △3,176 △3,176

投資その他の資産合計 120,401 177,782

固定資産合計 2,397,388 3,070,145

資産合計 5,570,505 6,269,167

負債の部   

流動負債   

買掛金 598,743 690,867

未払法人税等 52,012 42,841

賞与引当金 25,955 35,254

役員賞与引当金 13,280 7,212

その他 191,831 154,829

流動負債合計 881,823 931,004

固定負債   

繰延税金負債 2,228 25,793

役員退職慰労引当金 35,269 37,891

その他 － 3,100

固定負債合計 37,497 66,784

負債合計 919,321 997,789
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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３四半期連結会計期間 
(平成25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 3,646,270 3,682,971

自己株式 △132,908 △132,927

株主資本合計 4,915,087 4,951,769

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 63,566

為替換算調整勘定 △283,296 256,041

その他の包括利益累計額合計 △263,903 319,608

純資産合計 4,651,184 5,271,377

負債純資産合計 5,570,505 6,269,167
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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23年９月１日 

 至 平成24年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 

 至 平成25年５月31日) 

売上高 4,990,718 4,976,364

売上原価 4,334,227 4,456,569

売上総利益 656,491 519,795

販売費及び一般管理費 368,789 406,153

営業利益 287,701 113,641

営業外収益   

受取利息 15,539 21,666

受取配当金 558 522

為替差益 － 4,275

その他 4,351 2,887

営業外収益合計 20,449 29,351

営業外費用   

支払利息 － 133

為替差損 12,514 －

その他 67 －

営業外費用合計 12,581 133

経常利益 295,568 142,859

特別利益   

固定資産売却益 742 －

投資有価証券売却益 6,592 16,112

特別利益合計 7,334 16,112

特別損失   

固定資産売却損 373 340

固定資産除却損 15 0

就業補償金 727 1,712

特別損失合計 1,116 2,053

税金等調整前四半期純利益 301,787 156,919

法人税、住民税及び事業税 95,262 68,430

法人税等調整額 △8,341 △2,947

法人税等合計 86,921 65,483

少数株主損益調整前四半期純利益 214,866 91,436

四半期純利益 214,866 91,436
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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23年９月１日 

 至 平成24年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 

 至 平成25年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 214,866 91,436

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △12,468 44,173

為替換算調整勘定 79,825 539,338

その他の包括利益合計 67,357 583,511

四半期包括利益 282,223 674,947

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 282,223 674,947

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。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成24年９月１日 至平成25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）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  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

  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  2,433,870  2,526,813  15,680  4,976,364  －  4,976,364

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 79  111,096  3,115  114,291  △114,291  －

計  2,433,950  2,637,909  18,796  5,090,656  △114,291  4,976,364

セグメント利益又は損失（△）  △4,071  139,391  △67,159  68,160  45,481  113,641
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