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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）

（1）連結経営成績（累計）

％ ％ ％ ％

円 銭 円 銭

（2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

25年８月期第１四半期 75.26 ―

26年８月期第１四半期 130.20 ―

165 9.7

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

（注）１．包括利益　 26年８月期第１四半期　302百万円（―％）　 25年８月期第１四半期　375百万円（21.5％）

　　　２．当社は、平成25年８月期より決算期を11月30日から８月31日に変更しております。これに伴い、当第
　　　　　１四半期（９月から11月）は、比較対象となる平成25年８月期第１四半期（12月から２月）と対応す
　　　　　る期間が異なることから、前年同四半期の比較については記載しておりません。

― 281 ―

25年８月期第１四半期 606 △ 28.2 △ 16 ― 274 △ 1.6

百万円 百万円 百万円 百万円

26年８月期第１四半期 937 ― 179 ― 306

（百万円未満切捨て）

（％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

平成26年１月14日

―

平成26年８月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成26年１月10日

上場取引所　　東

6159

（役職名）

（役職名） 管理部管理課課長

百万円

２．配当の状況

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無　：　無

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）

％ ％ ％ ％ 円 銭

― 661 ― 307.40

（注）１．直近に公表されている業績予想からの修正の有無　：　無

　　　２．平成25年８月期は、決算期変更に伴い９ヶ月の変則決算となっておりますので、対前年増減率につい
　　　　　ては記載しておりません。

― 394 ― 182.80

通期 5,307 ― 839 ― 911

百万円 百万円 百万円 百万円

第2四半期（累計） 2,722 ― 456 ― 485

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

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

26年８月期(予想) 0.00 ― 40.00 40.00

26年８月期 ―

25年８月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00

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

（参考）自己資本 26年８月期第１四半期 7,472 百万円 25年８月期 7,282

26年８月期第１四半期 9,319 7,501 80.2

25年８月期 9,917 7,310 73.4

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％



※　注記事項

（1） 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　無

新規　―社　（社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）、 除外　―社　（社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（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）

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

（4） 発行済株式数（普通株式）

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年８月期１Q 株 25年８月期 株

②期末自己株式数 26年８月期１Q 株 25年８月期 株

26年８月期１Q 株 25年８月期１Q 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※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及び合理的である
と判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用
にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予
想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

416,673 398,073

③期中平均株式数（四半期累計） 2,163,677 2,197,451

　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おりません。

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

2,568,700 2,568,700
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（１）経営成績に関する説明

当社は、前連結会計年度より決算期を11月30日から８月31日に変更しております。これに伴い、当第１四半期連

結累計期間（平成25年９月１日～平成25年11月30日）は、比較対象となる前第１四半期連結累計期間（平成24年12

月１日～平成25年２月28日）と対応する期間が異なることから、前年同四半期の比較については記載しておりませ

ん。

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権による各種経済政策への期待感から円安と株価上昇が

進み明るい兆しが見られたものの、消費増税やその後のデフレ懸念等、国内経済の腰折れ懸念の払拭ができないこ

とから、景気は依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

当工作機械業界におきましては、北米向け、自動車業界向けの回復基調は見られたものの、アジアを中心とした

海外景気の減速感の懸念が未だ続いていることから、全体として受注は回復基調とは言い難い状況で推移いたしま

した。

このような経営環境の中におきまして、当社グループは、米国経済の堅調さに後押しされ、積極的な販売展開の

強化を図るとともに、市場及びお客様の期待に合致した製品づくりの追求を行いながら、全社的なコスト削減の実

施に取組んでまいりました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高につきましては937百万円となりました。利益につきましては、

営業利益で179百万円、経常利益で306百万円、四半期純利益では281百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

貸借対照表の状況

（流動資産）

当第１四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて699百万円減少し、4,019百万円となりま

した。これは主に、売上債権が680百万円減少したことによるものであります。

（固定資産）

当第１四半期連結会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末に比べて101百万円増加し、5,299百万円となりま

した。これは主に、投資有価証券が118百万円増加したことによるものであります。

（流動負債）

当第１四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて905百万円減少し、1,616百万円となりま

した。これは主に、短期借入金が922百万円減少したことによるものであります。

（固定負債）

当第１四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末に比べて116百万円増加し、201百万円となりまし

た。これは主に、繰延税金負債が68百万円、退職給付引当金が47百万円増加したことによるものであります。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末の純資産の部は、前連結会計年度末に比べて190百万円増加し、7,501百万円となり

ました。これは主に自己株式を46百万円取得したものの、利益剰余金が216百万円増加し、負の為替換算調整勘定

が21百万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

業績予想につきましては、平成25年10月11日発表「平成25年８月期 決算短信」に記載しております業績予想か

ら変更ありません。

（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。

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
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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 646,682 512,228

受取手形及び売掛金 1,248,198 567,521

有価証券 1,040,658 842,175

半製品 209,589 204,607

仕掛品 1,185,777 1,484,451

原材料及び貯蔵品 240,544 246,673

繰延税金資産 53,598 82,756

その他 94,975 79,599

貸倒引当金 △686 △626

流動資産合計 4,719,338 4,019,385

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,142,259 1,125,683

機械装置及び運搬具（純額） 231,192 227,566

土地 447,302 447,775

建設仮勘定 138,698 144,441

その他（純額） 47,452 44,750

有形固定資産合計 2,006,905 1,990,217

無形固定資産 13,171 12,439

投資その他の資産

投資有価証券 3,103,204 3,221,409

その他 76,402 77,005

貸倒引当金 △1,069 △1,394

投資その他の資産合計 3,178,537 3,297,020

固定資産合計 5,198,614 5,299,677

資産合計 9,917,952 9,319,062
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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)

負債の部

流動負債

買掛金 178,845 177,942

短期借入金 1,462,000 539,500

未払法人税等 35,000 170,857

賞与引当金 68,431 －

役員賞与引当金 3,250 －

製品保証引当金 24,670 21,240

未払金 368,777 136,209

その他 380,964 570,630

流動負債合計 2,521,939 1,616,380

固定負債

繰延税金負債 33,225 101,635

退職給付引当金 31,327 78,923

長期未払金 20,570 20,570

固定負債合計 85,123 201,129

負債合計 2,607,062 1,817,509

純資産の部

株主資本

資本金 651,370 651,370

資本剰余金 586,750 586,750

利益剰余金 6,461,557 6,678,158

自己株式 △818,237 △864,499

株主資本合計 6,881,440 7,051,778

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 522,546 520,742

為替換算調整勘定 △121,687 △99,742

その他の包括利益累計額合計 400,859 420,999

少数株主持分 28,590 28,774

純資産合計 7,310,889 7,501,553

負債純資産合計 9,917,952 9,319,062
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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12月１日
至 平成25年２月28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 606,013 937,699

売上原価 428,173 529,487

売上総利益 177,839 408,212

販売費及び一般管理費 194,302 229,202

営業利益又は営業損失（△） △16,462 179,009

営業外収益

受取利息 14,977 12,449

受取配当金 3,152 3,495

補助金収入 741 1,107

投資有価証券償還益 10,747 －

投資有価証券評価益 43,874 34,794

為替差益 206,443 72,053

受取家賃 359 1,429

その他 11,841 2,616

営業外収益合計 292,137 127,946

営業外費用

支払利息 840 685

その他 59 25

営業外費用合計 900 711

経常利益 274,773 306,244

特別利益

投資有価証券売却益 － 147,533

特別利益合計 － 147,533

特別損失

固定資産売却損 132 －

固定資産除却損 20 －

貸倒引当金繰入額 － 280

特別損失合計 152 280

税金等調整前四半期純利益 274,621 453,497

法人税、住民税及び事業税 102,629 173,617

法人税等調整額 7,968 △960

法人税等合計 110,597 172,657

少数株主損益調整前四半期純利益 164,023 280,839

少数株主損失（△） △1,358 △879

四半期純利益 165,381 281,719
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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12月１日
至 平成25年２月28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 164,023 280,839

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 148,927 △1,804

為替換算調整勘定 62,289 23,008

その他の包括利益合計 211,216 21,204

四半期包括利益 375,239 302,044

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 372,677 301,859

少数株主に係る四半期包括利益 2,562 184
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該当事項はありません。

当社は、平成25年４月９日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読替えて適用される同法

第156条の規定に基づき、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）における市場買付けの方法により自己株式

を取得することを決議し18,600株を取得いたしました。この結果、当第１四半期連結累計期間において自己株式が

46,261千円増加しております。

（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）
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