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

25年8月期第1四半期 2,144 54.1 103 ― 129 ― 66 ―
24年8月期第1四半期 1,391 6.1 △48 ― △73 ― △90 ―

（注）包括利益 25年8月期第1四半期 64百万円 （―％） 24年8月期第1四半期 △124百万円 （―％）

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

25年8月期第1四半期 16.47 ―
24年8月期第1四半期 △21.16 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年8月期第1四半期 9,608 7,606 79.1
24年8月期 9,213 7,599 82.4
（参考） 自己資本   25年8月期第1四半期  7,602百万円 24年8月期  7,594百万円

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 ― 0.00 ― 10.00 10.00
25年8月期 ―
25年8月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

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、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) 3,600 30.4 30 ― 40 ― 10 ― 2.46
通期 6,600 △0.3 140 550.2 150 934.7 60 1,867.4 14.81



(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 

（注）詳細は、添付資料の２ページの「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧くださ
い。 

(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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続き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 
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。 

※  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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
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1Q 4,341,000 株 24年8月期 4,341,000 株
② 期末自己株式数 25年8月期1Q 324,633 株 24年8月期 291,633 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年8月期1Q 4,043,070 株 24年8月期1Q 4,297,652 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、引き続き四半期毎の国内総生産が名目、実質ともにマイナ

スとなる中、欧州財政不安の長期化、尖閣諸島問題に端を発する対中関係の不安定化、電力料金の値上げ、発電

用燃料の調達による貿易収支の赤字定着など、明るい兆しが見えない状況にあります。 

 自動車業界においては、2012年（暦年）では国内新車販売台数（乗用車、軽を含む）が4年ぶりで500万台を超

える趨勢の中、期間では9,10,11月いずれも前年同月比マイナスとなり、エコカー補助金の終了もあって先行きは

不透明なものになりつつあります。 

 このような環境下、当社におきましては、天然ガスを燃料とする自動車、ＮＧＶ（Natural Gas Vehicle）事業

を経営の新たな柱とすべく鋭意注力してまいりましたが、特にディーゼルエンジンを天然ガスエンジンに改造す

る事業が大きく進展し、またアフターマーケット事業におきましても８６、ＢＲＺを主にチューニング商材が復

調傾向となりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、2,144百万円（前年同期比54.1％増）となりました。損益面

では、売上高増が大きく寄与したうえ、出展経費が嵩んだ前年同期に比較して経費の圧縮・削減が進んだことも

あって、営業利益は103百万円（前年同期は48百万円の営業損失）、経常利益は為替が円安に振れたことから為替

差益もあって129百万円（前年同期は73百万円の経常損失）となり、四半期純利益は66百万円（前年同期は90百万

円の四半期純損失）となりました。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 資産、負債、純資産の状況  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ395百万円増加し、9,608百万円となりまし

た。これは主に現金及び預金が356百万円増加したこと、および受取手形及び売掛金が165百万円増加したこと等

によるものです。   

負債は、前連結会計年度末に比べ388百万円増加し、2,002百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛

金が251百万円増加したこと、および賞与引当金が78百万円増加したこと等によるものです。 

純資産は前連結会計年度末に比べ7百万円増加し、7,606百万円となりました。これは主に剰余金の配当実施額

40百万円、自己株式の取得額16百万円等の減少要因がありましたが、四半期純利益が66百万円計上されたことに

よるものです。  

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年10月15日に公表いたしました連結業績予想から変更はありません。 

  

   

   

（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 

 （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

  当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年９月１日

（国内連結子会社は平成24年７月１日）以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価

償却の方法に変更しております 

 なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

  

   

   

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24年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,382,681 1,739,323

受取手形及び売掛金 1,292,452 1,457,813

有価証券 100,000 100,000

製品 824,376 930,265

仕掛品 194,010 179,299

原材料及び貯蔵品 637,246 638,181

その他 458,171 287,166

貸倒引当金 △20,951 △20,900

流動資産合計 4,867,987 5,311,150

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,426,879 1,406,065

機械装置及び運搬具（純額） 520,727 505,249

土地 1,930,182 1,930,182

その他（純額） 141,789 137,341

有形固定資産合計 4,019,580 3,978,838

無形固定資産   

のれん 1,167 583

その他 39,461 66,729

無形固定資産合計 40,629 67,313

投資その他の資産   

投資有価証券 61,692 62,575

その他 268,829 234,644

貸倒引当金 △45,650 △45,555

投資その他の資産合計 284,871 251,663

固定資産合計 4,345,081 4,297,815

資産合計 9,213,068 9,608,966

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 667,695 919,433

短期借入金 80,510 81,030

未払法人税等 13,743 47,197

賞与引当金 72,700 151,570

その他 425,953 447,289

流動負債合計 1,260,602 1,646,520

固定負債   

長期借入金 24,390 11,600

退職給付引当金 193,114 200,871

役員退職慰労引当金 118,680 120,377

資産除去債務 4,200 4,217

その他 12,890 18,888

固定負債合計 353,275 355,954

負債合計 1,613,878 2,002,474
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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１四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

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 6,070,086 6,096,213

自己株式 △127,748 △144,235

株主資本合計 7,784,088 7,793,728

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 8,044 8,356

為替換算調整勘定 △197,736 △199,277

その他の包括利益累計額合計 △189,692 △190,920

少数株主持分 4,794 3,683

純資産合計 7,599,190 7,606,491

負債純資産合計 9,213,068 9,608,966
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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23年９月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第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) 

売上高 1,391,615 2,144,629

売上原価 870,139 1,512,124

売上総利益 521,476 632,505

販売費及び一般管理費 569,801 528,859

営業利益又は営業損失（△） △48,325 103,646

営業外収益   

受取利息 2,090 242

受取配当金 8 17

為替差益 － 22,714

その他 4,472 4,201

営業外収益合計 6,570 27,176

営業外費用   

支払利息 1,428 547

為替差損 24,008 －

その他 6,405 345

営業外費用合計 31,842 892

経常利益又は経常損失（△） △73,597 129,929

特別利益   

固定資産売却益 2,070 318

特別利益合計 2,070 318

特別損失   

固定資産売却損 1 30

固定資産除却損 4,838 185

特別退職金 16,948 －

特別損失合計 21,788 215

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△93,315 130,032

法人税、住民税及び事業税 7,435 44,424

法人税等調整額 △5,765 20,140

法人税等合計 1,670 64,565

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△94,985 65,466

少数株主損失（△） △4,010 △1,153

四半期純利益又は四半期純損失（△） △90,974 66,620
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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23年９月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△94,985 65,466

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,006 312

為替換算調整勘定 △31,181 △1,497

その他の包括利益合計 △29,175 △1,185

四半期包括利益 △124,160 64,281

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △119,319 65,392

少数株主に係る四半期包括利益 △4,841 △1,110
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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23年９月１日 至 平成23年11月30日） 

当社グループの報告セグメントは、「自動車等の関連部品事業」のみであり、「その他の事業」の重要性が

乏しいため、記載を省略しております。    

  

Ⅱ 当第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） 

当社グループの報告セグメントは、「自動車等の関連部品事業」のみであり、「その他の事業」の重要性が

乏しいため、記載を省略しております。    

  

   

   

（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
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