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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 25,160 15.7 1,527 21.3 1,822 36.8 1,065 38.4
24年8月期第3四半期 21,737 19.2 1,259 51.3 1,331 45.7 770 41.5

（注）包括利益 25年8月期第3四半期 1,550百万円 （90.9％） 24年8月期第3四半期 812百万円 （48.8％）

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 82.61 ―
24年8月期第3四半期 59.69 ―

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 26,434 15,377 57.9
24年8月期 23,581 14,211 60.2
（参考） 自己資本   25年8月期第3四半期  15,302百万円 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 ― 17.00 ―
25年8月期（予想） 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、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 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3Q 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3Q 1,513,317 株 24年8月期 1,512,822 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年8月期3Q 12,902,373 株 24年8月期3Q 12,902,604 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権に対する期待感から長期に渡り低迷してい

た株価が上昇したほか、急激な円高も修正されるなど、一部に明るい兆しが見られましたが、欧州債務

問題や中国をはじめとする新興国の経済成長の鈍化など、景気下押しリスクが存在しており、依然とし

て先行きにつきましては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、北米市場の回復やアセアン地域での市場拡大を受け、海外自動車生産は堅

調に推移いたしました。一方で、海外シフトが進んだことにより国内生産は減少いたしました。 

 このような状況の中、当第３四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251億60百万円（前年同期比15.7％増）となりました。  

 また、経常利益につきましては、18億22百万円（前年同期比36.8％増）となり、四半期純利益は10億

65百万円（前年同期比38.4％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イオン注入装置の売

上があったことなどから、売上高は192億13百万円（前年同期比7.2％増）となりました。セグメント

利益につきましては10億86百万円（前年同期比3.4％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22億23百万円（前年同期比57.9％増）となりました。セグメント利益

につきましては62百万円（前年同期比33.5％増）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

たことや、中国日系自動車メーカーに対するプロジェクト売上があったことなどから、売上高は37億

22百万円（前年同期比55.1％増）となりました。セグメント利益につきましては３億52百万円（前年

同期比167.3％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３四半期連結会計期間の総資産は、264億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ28億53百万

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33億69百万円増加し、206億18百万円となりました。これは主

に、現金及び預金が32億42百万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５億15百万円減少し、58億16百万円となりました。これは主に、

投資有価証券が１億61百万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16億13百万円増加し、104億47百万円となりました。これは主

に、支払手形及び買掛金が13億13百万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74百万円増加し、６億９百万円となりました。 

 純資産合計は前連結会計年度末に比べ11億66百万円増加し、153億77百万円となりました。これは主

に、利益剰余金が６億27百万円増加したことによるものであります。 

 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2.3ポイント低下し57.9％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 4,577,644 7,819,792

受取手形及び売掛金 9,817,198 9,437,607

有価証券 293,940 199,990

商品及び製品 1,487,670 1,733,898

仕掛品 279,101 417,149

原材料及び貯蔵品 263,210 258,134

その他 534,114 788,365

貸倒引当金 △4,062 △36,854

流動資産合計 17,248,818 20,618,083

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,818,420 1,760,765

その他（純額） 2,590,992 2,560,932

有形固定資産合計 4,409,413 4,321,698

無形固定資産 56,008 58,137

投資その他の資産   

投資有価証券 986,713 825,053

その他 882,535 613,802

貸倒引当金 △1,850 △1,850

投資その他の資産合計 1,867,399 1,437,005

固定資産合計 6,332,821 5,816,841

資産合計 23,581,639 26,434,924

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,531,784 8,845,213

短期借入金 134,101 －

未払法人税等 421,219 364,693

賞与引当金 134,696 281,774

引当金 29,250 20,022

その他 583,229 935,727

流動負債合計 8,834,280 10,447,431

固定負債   

役員退職慰労引当金 239,180 261,337

引当金 5,027 5,803

その他 291,545 342,652

固定負債合計 535,752 609,793

負債合計 9,370,033 11,057,225
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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 951,106 951,106

資本剰余金 997,484 997,484

利益剰余金 14,223,117 14,850,283

自己株式 △1,135,116 △1,135,663

株主資本合計 15,036,592 15,663,211

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △22,718 158,185

繰延ヘッジ損益 － 38

土地再評価差額金 △567,976 △567,976

為替換算調整勘定 △253,136 48,590

その他の包括利益累計額合計 △843,831 △361,162

少数株主持分 18,845 75,650

純資産合計 14,211,606 15,377,699

負債純資産合計 23,581,639 26,434,924
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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 21,737,718 25,160,263

売上原価 18,094,558 20,902,076

売上総利益 3,643,159 4,258,186

販売費及び一般管理費 2,383,515 2,730,240

営業利益 1,259,643 1,527,946

営業外収益   

受取利息 16,869 13,703

受取配当金 4,057 4,504

為替差益 34,198 249,567

その他 33,323 36,558

営業外収益合計 88,449 304,334

営業外費用   

支払利息 6,266 4,981

その他 10,080 5,082

営業外費用合計 16,346 10,064

経常利益 1,331,746 1,822,216

特別利益   

固定資産売却益 2,115 2,292

投資有価証券売却益 － 500

保険差益 12,018 22,288

特別利益合計 14,133 25,080

特別損失   

固定資産除売却損 5,787 30,828

関係会社出資金評価損 － 62,060

特別損失合計 5,787 92,889

税金等調整前四半期純利益 1,340,093 1,754,407

法人税、住民税及び事業税 597,308 730,679

法人税等調整額 △28,640 △44,194

法人税等合計 568,667 686,485

少数株主損益調整前四半期純利益 771,425 1,067,922

少数株主利益 1,259 2,073

四半期純利益 770,166 1,065,848
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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 771,425 1,067,922

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △18,047 180,904

繰延ヘッジ損益 － 38

土地再評価差額金 42,085 －

為替換算調整勘定 16,679 301,727

その他の包括利益合計 40,717 482,669

四半期包括利益 812,142 1,550,591

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 809,835 1,539,338

少数株主に係る四半期包括利益 2,306 11,252
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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 

 
  

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 17,929,521 1,408,610 2,399,586 21,737,718

セグメント間の内部売上高又は
振替高

1,630,696 230,932 119,143 1,980,772

計 19,560,217 1,639,543 2,518,730 23,718,491

セグメント利益 1,051,494 46,880 131,924 1,230,298

利益
金額             

（千円）

報告セグメント計 1,230,298

セグメント間取引消去 10,158

未実現利益の調整 19,186

四半期連結損益計算書の営業利益 1,259,643
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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 

 
  

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 19,213,744 2,223,756 3,722,762 25,160,263

セグメント間の内部売上高又は
振替高

3,147,673 209,131 172,901 3,529,706

計 22,361,418 2,432,887 3,895,664 28,689,969

セグメント利益 1,086,851 62,585 352,641 1,502,078

利益
金額             

（千円）

報告セグメント計 1,502,078

セグメント間取引消去 46,678

未実現利益の調整 △20,810

四半期連結損益計算書の営業利益 1,527,946

（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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