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(百万円未満切捨て)

１．2023年８月期第１四半期の連結業績（2022年９月１日～2022年11月30日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年８月期第１四半期 2,183 15.2 133 △4.6 127 △24.9 58 △72.0

2022年８月期第１四半期 1,894 6.6 139 253.1 169 301.4 209 634.5
(注)包括利益 2023年８月期第１四半期 51百万円(△72.2％) 2022年８月期第１四半期 185百万円( ― ％)
　

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

2023年８月期第１四半期 41.49 ―

2022年８月期第１四半期 148.07 ―
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年８月期第１四半期 13,010 9,500 72.9

2022年８月期 13,091 9,520 72.6
(参考) 自己資本 2023年８月期第１四半期 9,481百万円 2022年８月期 9,505百万円
　

　

　

２．配当の状況

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

2022年８月期 ― 0.00 ― 50.00 50.00
2023年８月期 ―

2023年８月期(予想) 0.00 ― 50.00 50.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2023年８月期の連結業績予想（2022年９月１日～2023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)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 4,200 6.9 135 △51.4 150 △56.5 100 △69.4 70.67

通期 9,000 4.3 450 △15.5 475 △34.1 310 △37.5 219.08
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

　　



※ 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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) 2023年８月期１Ｑ 16,000,000株 2022年８月期 1,600,000株

② 期末自己株式数 2023年８月期１Ｑ 185,080株 2022年８月期 185,005株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年８月期１Ｑ 1,414,961株 2022年８月期１Ｑ 1,415,044株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づい
ており、実際の業績は様々な要因により予想数値とは異なる結果となる可能性があります。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（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、資源高やグローバルなインフレ圧力等による海外経済の減速

等の下押し圧力はあるものの、供給制約の影響が和らぐなかで、新型コロナウイルス感染症の抑制と経済活動の両

立が進むもと、緩和的な金融政策や政府の経済対策の効果にも支えられて持ち直しの動きがみられました。

海外経済においても、総じてみれば景気は緩やかに回復しておりますが、先進国を中心に減速の動きがみられま

した。米国経済は、大幅な物価上昇や利上げの継続を受けて、回復ペースは幾分減速しており、欧州経済も、経済

活動の再開にともなって緩やかに回復してはいるものの、ウクライナ情勢の影響が続くもとで減速の動きがみられ

ます。中国経済は、厳格な感染抑止策継続の影響が一部でみられるものの、春頃の上海等でのロックダウンの影響

がおおむね解消するもとで、下押しされた状態から回復しております。

このようななか、当社でも、原材料価格や輸送費等の高騰から、一部の製品にて価格の改定をせざるを得ない状

況となりましたが、主力であるアフターマーケット事業におきましては、スポーツカー向け需要の好調な推移に加

え、値上げ前の駆け込み、さらには円安の影響等による、米国を中心とした海外市場での在庫の買い込み需要等に

より、新規ラインアップ「ＨＩＰＥＲＭＡＸ Ｒ」の車種展開に注力中のサスペンション商材をはじめ、マフラー

商材やターボ、スーパーチャージャー、エンジン関連商材等の内製品を中心に売上が好調に推移し、アフターマー

ケット全体の売上高は前年同期を上回りました。

アフターマーケット以外の分野では、一部の製品にて委託企業の生産調整の影響等による受注の減少がありまし

たが、受託開発売上が増加したこと等により、全体の売上高は前年同期を上回りました。以上の結果、当第１四半

期連結累計期間における連結売上高は2,183百万円（前年同期比15.2％増）となりました。

損益面では、内製品の売上高増加にともない、工場の稼働率は堅調に推移いたしましたが、原材料費や電気料の

高騰等による売上総利益率の低下に加え、船便運賃の高止まりによる販売運送費の増加や、昇給等にともなう人件

費の増加、ウィズコロナによる出張等の増加による旅費交通費の増加等により、販売費及び一般管理費も前年同期

比で増加したことから、営業利益は133百万円（前年同期比4.6％減）となりました。また、経常利益は127百万円

（前年同期比24.9％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は58百万円（前年同期比72.0％減）となりました。

経常利益の前年同期比減は、主として前年同期末と当第１四半期末の為替の状況を要因としたものであり、親会社

株主に帰属する四半期純利益の前年同期比減は、前年同期に特別利益として計上した土地の売却益がなくなったこ

と、および法人税等の増加によるものです。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ81百万円減少し、13,010百万円となり

ました。このうち流動資産は、前連結会計年度末に比べ191百万円増加し、6,480百万円となりました。これは主に、

現金及び預金が289百万円、売掛金が131百万円、それぞれ減少したものの、投資有価証券からの振り替えにより、

有価証券が400百万円、需要期に向けた製品等の積み増しにより、棚卸資産が141百万円、それぞれ増加したことに

よるものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ272百万円減少し、6,529百万円となりました。これは主に、有価証券への

振り替えにより、投資有価証券が298百万円減少したこと等によるものです。

負債は、前連結会計年度末に比べ61百万円減少し、3,509百万円となりました。このうち流動負債は、前連結会計

年度末に比べ21百万円減少し、2,488百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が101百万円、賞与引

当金が74百万円増加したものの、その他流動負債が176百万円、未払法人税等が39百万円、それぞれ減少したこと等

によるものです。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ40百万円減少し、1,021百万円となりました。これは主に、長期借入金の返

済によるものです。

純資産は前連結会計年度末に比べ19百万円減少し、9,500百万円となりました。これは主に、親会社株主に帰属す

る四半期純利益が58百万円ありましたが、配当金の支払を70百万円行ったことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2022年10月14日の「2022年８月期決算短信」で公表いたしました第２四半期連結

累計期間、および通期の連結業績予想に変更はありません。今後、業績予想の見直しの必要性が生じた場合には、

速やかに開示いたします。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年８月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,948,545 1,658,959

受取手形 ― 9,243

電子記録債権 114,935 111,801

売掛金 951,374 819,645

契約資産 81,141 141,152

有価証券 600,000 1,000,325

製品 1,583,587 1,702,934

仕掛品 217,503 209,131

原材料及び貯蔵品 576,535 607,045

その他 220,514 226,413

貸倒引当金 △4,446 △5,918

流動資産合計 6,289,691 6,480,734

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,679,446 1,656,417

機械装置及び運搬具（純額） 1,070,477 1,091,109

土地 2,041,296 2,039,658

リース資産（純額） 14,855 13,400

建設仮勘定 98,292 132,321

その他（純額） 98,978 107,022

有形固定資産合計 5,003,347 5,039,929

無形固定資産

その他 156,820 151,016

無形固定資産合計 156,820 151,016

投資その他の資産

投資有価証券 1,267,029 968,283

長期貸付金 11,954 12,243

その他 363,980 359,485

貸倒引当金 △1,384 △1,354

投資その他の資産合計 1,641,579 1,338,657

固定資産合計 6,801,747 6,529,604

資産合計 13,091,438 13,010,338
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年８月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 371,781 472,987

電子記録債務 564,067 619,058

短期借入金 567,458 538,856

リース債務 6,174 6,009

未払法人税等 115,610 75,728

賞与引当金 101,085 176,021

製品補償引当金 70,369 62,493

その他 713,483 537,384

流動負債合計 2,510,030 2,488,540

固定負債

長期借入金 552,610 503,920

リース債務 9,651 8,245

役員退職慰労引当金 58,240 60,157

退職給付に係る負債 434,349 442,303

その他 6,400 6,400

固定負債合計 1,061,251 1,021,026

負債合計 3,571,281 3,509,566

純資産の部

株主資本

資本金 878,750 878,750

資本剰余金 963,000 963,000

利益剰余金 7,880,990 7,868,948

自己株式 △350,885 △351,039

株主資本合計 9,371,854 9,359,658

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 55,056 56,243

為替換算調整勘定 78,234 65,312

その他の包括利益累計額合計 133,291 121,556

非支配株主持分 15,010 19,557

純資産合計 9,520,156 9,500,772

負債純資産合計 13,091,438 13,010,338
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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 2021年９月１日
　至 2021年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年９月１日
　至 2022年11月30日)

売上高 1,894,966 2,183,654

売上原価 1,081,900 1,286,653

売上総利益 813,066 897,000

販売費及び一般管理費 673,312 763,663

営業利益 139,754 133,337

営業外収益

受取利息 1,638 2,577

受取配当金 4 4

貸倒引当金戻入額 1,672 －

為替差益 20,221 －

スクラップ売却益 2,297 2,476

その他 5,794 3,371

営業外収益合計 31,628 8,430

営業外費用

支払利息 1,271 1,575

為替差損 － 11,979

その他 325 751

営業外費用合計 1,597 14,306

経常利益 169,785 127,460

特別利益

固定資産売却益 59,376 294

特別利益合計 59,376 294

特別損失

固定資産売却損 152 －

固定資産除却損 463 74

特別損失合計 615 74

税金等調整前四半期純利益 228,545 127,681

法人税、住民税及び事業税 23,597 60,749

法人税等調整額 △4,577 3,457

法人税等合計 19,020 64,207

四半期純利益 209,525 63,474

非支配株主に帰属する四半期純利益 － 4,766

親会社株主に帰属する四半期純利益 209,525 58,707
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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 2021年９月１日
　至 2021年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年９月１日
　至 2022年11月30日)

四半期純利益 209,525 63,474

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △15,011 1,187

為替換算調整勘定 △9,345 △13,141

その他の包括利益合計 △24,356 △11,954

四半期包括利益 185,168 51,519

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 185,168 46,972

非支配株主に係る四半期包括利益 ― 4,546
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（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）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

　


