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1.  平成26年8月期第1四半期の連結業績（平成25年9月1日～平成25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 ％

26年8月期第1四半期 1,748 24.7 23 △45.9 32 △39.8 20 △46.8

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

（注）包括利益 26年8月期第1四半期 △4百万円 （―％） 25年8月期第1四半期 10百万円 （―％）

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

26年8月期第1四半期 5.54 ―

25年8月期第1四半期 10.41 ―

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年8月期第1四半期 6,430 5,374 83.6

25年8月期 6,374 5,393 84.6

（参考） 自己資本   26年8月期第1四半期  5,374百万円 25年8月期  5,393百万円

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

25年8月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00

26年8月期 ―

26年8月期（予想） 4.00 ― 4.00 8.00

3. 平成26年 8月期の連結業績予想（平成25年 9月 1日～平成26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) 3,300 8.0 80 15.9 85 △4.5 45 △21.1 12.33

通期 6,850 △0.2 180 14.6 190 1.1 100 ― 27.40



(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） 26年8月期1Q 3,896,000 株 25年8月期 3,896,000 株

② 期末自己株式数 26年8月期1Q 246,987 株 25年8月期 246,987 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年8月期1Q 3,649,013 株 25年8月期1Q 3,649,050 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府や日銀の金融緩和策により為替が円安傾向となり、輸出

産業を中心として企業業績が回復し、株価の上昇により個人消費にも改善の兆しがみられました。しかし、企業の

設備投資は慎重であり、景気の先行きは不透明な状況にあります。 

 当社グループを取り巻く環境は、電動工具業界及び自動車業界共に国内販売が好調であり、生産が拡大し受注が

増加しました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間における業績は、売上高17億48百万円（前年同四半期比24.7％増）、営業

利益23百万円（同45.9％減）、経常利益32百万円（同39.8％減）、四半期純利益20百万円（同46.8％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、自動車業界の国内生産の増加により受注が増加し、売上高は８億36百万円（前年同四半期比

12.8％増）、営業利益は４百万円（同338.6％増）となりました。 

  ②中国 

 中国は、為替が円安になった影響により、売上高は９億16百万円（同33.4％増）となりましたが、材料費

や人件費の上昇により、営業利益は27百万円（同26.5％減）となりました。  

  ③タイ 

 タイは、日系企業への営業活動がまだ販売には至らず、売上高は13百万円（前年同四半期は売上なし）、

営業損失は27百万円（前年同四半期は営業損失９百万円）となりました。   

   

（２）財政状態に関する説明 

 資産合計は、前連結会計年度末と比べ55百万円増加し64億30百万円（前連結会計年度末比0.9％増）となりまし

た。これは主に受取手形及び売掛金が38百万円及び原材料及び貯蔵品が28百万円それぞれ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74百万円増加し10億56百万円（前連結会計年度末比7.6％増）となりまし

た。これは主に買掛金が21百万円、賞与引当金が28百万円及びその他流動負債が31百万円それぞれ増加したことに

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18百万円減少し53億74百万円（前連結会計年度末比0.3％減）となりま

した。これは主に為替換算調整勘定が18百万円減少したことによるものであります。   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年10月10日に公表いたしました第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25年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成25年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,910,893 1,920,139 

受取手形及び売掛金 934,190 973,147 

商品及び製品 175,970 174,779 

仕掛品 83,817 83,206 

原材料及び貯蔵品 117,960 146,304 

繰延税金資産 11,649 21,877 

その他 108,201 116,583 

貸倒引当金 △490 △510 

流動資産合計 3,342,192 3,435,528 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,135,413 1,111,518 

機械装置及び運搬具（純額） 736,313 729,554 

土地 950,365 948,118 

その他（純額） 28,151 36,056 

有形固定資産合計 2,850,243 2,825,248 

無形固定資産 12,328 11,541 

投資その他の資産   

投資有価証券 143,160 131,606 

その他 35,474 35,219 

貸倒引当金 △8,630 △8,630 

投資その他の資産合計 170,005 158,195 

固定資産合計 3,032,577 2,994,985 

資産合計 6,374,770 6,430,513 

負債の部   

流動負債   

買掛金 706,938 728,923 

未払法人税等 35,648 28,647 

賞与引当金 17,902 46,323 

役員賞与引当金 5,698 7,048 

その他 140,285 172,251 

流動負債合計 906,472 983,193 

固定負債   

繰延税金負債 33,549 30,651 

役員退職慰労引当金 38,766 39,632 

その他 2,845 2,584 

固定負債合計 75,161 72,868 

負債合計 981,634 1,056,062 
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（単位：千円）

前連結会計年度 

(平成25年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成25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 3,692,461 3,698,097 

自己株式 △132,927 △132,927 

株主資本合計 4,961,259 4,966,896 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 58,172 52,258 

為替換算調整勘定 373,703 355,296 

その他の包括利益累計額合計 431,876 407,555 

純資産合計 5,393,135 5,374,451 

負債純資産合計 6,374,770 6,430,513 
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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24年９月１日 

 至 平成24年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年９月１日 

 至 平成25年11月30日) 

売上高 1,402,309 1,748,748 

売上原価 1,232,758 1,592,351 

売上総利益 169,550 156,397 

販売費及び一般管理費 125,544 132,609 

営業利益 44,006 23,787 

営業外収益   

受取利息 6,712 7,084 

受取配当金 165 36 

為替差益 2,684 487 

その他 1,174 1,593 

営業外収益合計 10,735 9,201 

営業外費用   

支払利息 － 57 

営業外費用合計 － 57 

経常利益 54,741 32,931 

特別利益   

固定資産売却益 － 49 

投資有価証券売却益 6,046 6,824 

特別利益合計 6,046 6,874 

特別損失   

固定資産売却損 152 205 

就業補償金 972 － 

特別損失合計 1,124 205 

税金等調整前四半期純利益 59,663 39,600 

法人税、住民税及び事業税 26,273 29,911 

法人税等調整額 △4,614 △10,543 

法人税等合計 21,658 19,368 

少数株主損益調整前四半期純利益 38,004 20,232 

四半期純利益 38,004 20,232 
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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24年９月１日 

 至 平成24年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年９月１日 

 至 平成25年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 38,004 20,232 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 13,045 △5,914 

為替換算調整勘定 △40,888 △18,406 

その他の包括利益合計 △27,843 △24,320 

四半期包括利益 10,160 △4,088 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 10,160 △4,088 

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。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成25年９月１日 至平成25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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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  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

  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  836,258  900,052  12,438  1,748,748  －  1,748,748

セグメント間の内部売上高又は

振替高 

 －  16,894  1,463  18,357  △18,357  －

計  836,258  916,946  13,901  1,767,106  △18,357  1,748,748

セグメント利益又は損失（△）  4,985  27,546  △27,971  4,559  19,227  23,787
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