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1.  平成21年11月期第2四半期の連結業績（平成20年12月1日～平成21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 ％

21年11月期第2四半期 6,297 ― △319 ― △268 ― △160 ―

20年11月期第2四半期 11,617 3.2 621 4.0 612 3.2 369 75.4

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

21年11月期第2四半期 △28.40 ―

20年11月期第2四半期 64.69 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年11月期第2四半期 16,685 4,153 24.9 749.79
20年11月期 19,748 4,400 22.3 770.58

（参考） 自己資本   21年11月期第2四半期  4,153百万円 20年11月期  4,400百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年11月期 ― 8.00 ― ― 8.00

21年11月期 ― ―

21年11月期 
（予想）

― ― ―

3.  平成21年11月期の連結業績予想（平成20年12月1日～平成21年11月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 13,400 △42.5 △550 ― △450 ― △290 ― △51.36
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4.  その他 

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、
様々な要因により、上記予想数値と異なる場合があります。 
２．当連結会計年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適
用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成
しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年11月期第2四半期 5,715,420株 20年11月期  5,715,420株

② 期末自己株式数 21年11月期第2四半期  175,736株 20年11月期  5,136株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年11月期第2四半期 5,645,580株 20年11月期第2四半期 5,710,484株
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（参考）平成 21 年 11 月期の個別業績予想（平成 20 年 12 月１日～平成 21 年 11 月 30 日） 

（％表示は対前期増減率）

 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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 13,000 △43.2 △600 － △500 － △300 － △53 13 

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 有 
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界規模の金融市場の

混乱から、株価や為替相場等の著しい変動が企業収益を圧迫し、個人消費や企業の設備投資が鈍化するなど国内景

気は弱含みの状況で推移しました。 

このような状況のなかで、当社グループは提案型の営業を積極的に展開するとともに、効率の高い製造体制を目

指して、技術開発及び合理化活動を強力に推進しました。 

これらの結果、売上高は62億9,723万円となりました。利益につきましては、全社をあげての経費削減に努めまし

たが、売上高減少に伴う利益減を補うことができず、営業損失は３億1,949万円、経常損失は２億6,818万円、四半

期純損失は１億6,032万円となりました。 

  

事業の種類別セグメントごとの概況は次のとおりであります。 

〔自動車部品事業〕 

大幅な販売量の減少に伴う低操業が続いた結果、当事業の売上高は41億9,796万円となりました。 

〔配電盤事業〕 

新規得意先への受注拡大を積極的に展開しましたが、当事業の売上高は10億1,764万円となりました。 

〔ロボットシステム事業〕 

自動車部品メーカーの海外工場向けを含む自動化システムに加え、ＩＴ関連の制御システムも落ち込んだ結果、当

事業の売上高は８億9,738万円となりました。 

〔その他の事業〕 

新規取引先の開拓を積極的に推進した結果、当事業の売上高は１億8,424万円となりました。 

   

  

 当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末に比べ総資産は受取手形及び売掛金の減少などに

より30億6,282万円減少し166億8,522万円となりました。負債は、支払手形及び買掛金の減少などにより28億1,619

万円減少し125億3,162万円となりました。純資産は利益剰余金の減少及び自己株式の増加などにより２億4,662万円

減少し41億5,359万円となりました。 

  

  

 経営環境の変化を考慮し、平成21年３月30日に公表した連結業績予想を以下のとおり一部修正いたしました。 

 また、個別の業績予想につきましてもあわせて一部修正いたしました。  

  

 連結業績予想  売上高     １３４億円 

         営業利益  △５億５千万円 

         経常利益  △４億５千万円 

         当期純利益 △２億９千万円 

  

 個別業績予想  売上高     １３０億円 

         営業利益     △６億円 

         経常利益     △５億円 

         当期純利益     △３億円 

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

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
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用し

ております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産について、従来、主として総平均法による原価法によっておりました

が、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日公表分）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切り下げの方法）により算定しております。 

 当該変更による損益に与える影響は軽微であります。 

 なお、セグメント情報に与える影響は軽微であるため、記載を省略しております。 

  

＜追加情報＞ 

（平成20年度 税制改正に伴う機械装置の耐用年数変更） 

 法人税法の改正を契機に当社は、第１四半期連結会計期間より機械装置について経済的耐用年数の見直しを行

っております。 

 これにより、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等

調整前四半期純損失が48,711千円それぞれ増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

   

  

４．その他

（１）期中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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 431,762 456,448

受取手形及び売掛金 2,537,680 4,703,468

有価証券 － 176,503

製品 99,955 106,022

仕掛品 408,964 720,816

原材料及び貯蔵品 309,893 324,684

その他 363,815 527,619

貸倒引当金 △166 △235

流動資産合計 4,151,905 7,015,328

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,995,645 3,104,206

機械装置及び運搬具（純額） 2,489,142 2,755,296

土地 3,689,395 3,704,795

その他（純額） 809,908 838,564

有形固定資産合計 9,984,091 10,402,862

無形固定資産 44,778 53,143

投資その他の資産   

投資有価証券 1,362,373 1,302,527

その他 1,154,006 981,183

貸倒引当金 △11,934 △7,000

投資その他の資産合計 2,504,446 2,276,710

固定資産合計 12,533,316 12,732,716

資産合計 16,685,221 19,748,044

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,535,797 5,110,312

短期借入金 3,900,000 3,800,000

1年内返済予定の長期借入金 2,566,824 2,429,300

未払法人税等 26,475 139,130

賞与引当金 3,897 21,476

その他 435,873 987,199

流動負債合計 9,468,867 12,487,419

固定負債   

長期借入金 2,230,991 1,991,500

退職給付引当金 632,978 642,260

役員退職慰労引当金 198,790 226,643

固定負債合計 3,062,760 2,860,403

負債合計 12,531,628 15,347,822
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年11月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 903,842 903,842

資本剰余金 901,555 901,555

利益剰余金 2,523,779 2,684,101

自己株式 △105,435 △2,985

株主資本合計 4,223,742 4,486,514

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △23,232 △69,479

為替換算調整勘定 △46,917 △16,812

評価・換算差額等合計 △70,149 △86,292

純資産合計 4,153,592 4,400,222

負債純資産合計 16,685,221 19,748,044
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 6,297,236

売上原価 6,050,169

売上総利益 247,066

販売費及び一般管理費 566,562

営業損失（△） △319,495

営業外収益  

受取利息 3,857

受取配当金 27,947

持分法による投資利益 6,064

助成金収入 49,479

その他 27,880

営業外収益合計 115,229

営業外費用  

支払利息 43,187

為替差損 13,226

その他 7,504

営業外費用合計 63,918

経常損失（△） △268,185

特別利益  

貸倒引当金戻入額 68

特別利益合計 68

特別損失  

固定資産売却損 15,400

固定資産除却損 4,065

会員権評価損 4,934

特別損失合計 24,399

税金等調整前四半期純損失（△） △292,515

法人税、住民税及び事業税 21,331

法人税等調整額 △153,524

法人税等合計 △132,192

四半期純損失（△） △160,322
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △292,515

減価償却費 628,276

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,865

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,579

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,281

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △27,852

デリバティブ評価損益（△は益） 5,648

受取利息及び受取配当金 △31,804

支払利息 43,187

持分法による投資損益（△は益） △6,064

固定資産除売却損益（△は益） 19,465

売上債権の増減額（△は増加） 2,165,787

たな卸資産の増減額（△は増加） 332,710

仕入債務の増減額（△は減少） △2,574,514

未払消費税等の増減額（△は減少） 26,288

その他 △246,277

小計 20,340

利息及び配当金の受取額 35,378

利息の支払額 △42,378

法人税等の支払額 △119,592

営業活動によるキャッシュ・フロー △106,251

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △434,152

投資有価証券の取得による支出 △49,115

投資有価証券の売却による収入 16,100

貸付けによる支出 △8,900

貸付金の回収による収入 3,124

その他の支出 △525

その他の収入 40

投資活動によるキャッシュ・フロー △473,428

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 100,000

長期借入れによる収入 1,800,000

長期借入金の返済による支出 △1,422,985

自己株式の取得による支出 △102,449

配当金の支払額 △113

財務活動によるキャッシュ・フロー 374,451

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,038

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △201,189

現金及び現金同等物の期首残高 632,951

現金及び現金同等物の四半期末残高 431,762
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

         当第２四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年５月31日） 

          （注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

          ２．各事業の主な製品又は内容 

     ３．「追加情報」に記載のとおり、当社は法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数の変更を

行っております。これにより、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の「自動車部品事業」の営

業損失が42,503千円増加し、「配電盤事業」の営業利益が4,963千円、「ロボットシステム事業」の営業利益が1,244千円

それぞれ減少しております。 

        

当第２四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年５月31日）において本邦以外の国又は地域に所

在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  

当第２四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年５月31日）において、海外売上高は、いずれも

連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
自動車部品

事業(千円) 

配電盤事業 

(千円) 

ロボットシステム

事業(千円) 

その他の事業

(千円) 
計(千円) 

消去又は 

全社(千円) 
連結(千円) 

  売上高              

 (1) 外部顧客に対する売上高 
4,197,961 1,017,643 897,385 184,245 6,297,236 － 6,297,236

 (2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 104,239 68,208 3,606 176,054 (176,054) －

計 4,197,961 1,121,883 965,593 187,852 6,473,290 (176,054) 6,297,236

  営業利益又は営業損失(△) △426,482 43,856 9,011 52,049 △321,565 2,070 △319,495

事業区分 主要製品又は内容 

自動車部品事業 フロア（フロント・リア）、ピラー（フロント・センタ）、マフラー、フード、センタメンバ、

サスペンションアーム 等 

配電盤事業 分電盤、制御盤、ＦＡボックス、盤用キャビネット 等 

ロボットシステム事業 産業用ロボット（ユニロボ）、自動化システム、制御装置、情報通信機器 等 

その他の事業 人材教育及び研修事業 等 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年５月31日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        11,617,288  100.0

Ⅱ 売上原価        10,169,337  87.5

売上総利益        1,447,950  12.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費        826,905  7.2

営業利益        621,044  5.3

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  9,305            

２．受取配当金  22,269            

３．持分法による投資利益  5,537            

４．地代家賃等収入  12,930            

５．手数料収入  4,057            

６．その他  5,611  59,713  0.5

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  41,281            

２．デリバティブ評価損   8,182            

３．為替差損   14,051            

４．その他  4,641  68,157  0.5

経常利益        612,600  5.3

Ⅵ 特別利益                  

１．投資有価証券売却益  2,699            

２．デリバティブ収益  9,486            

３．保険満期返戻金  2,777            

４．その他  1,631  16,594  0.1

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産売却損  2,157            

２．固定資産除却損  9,506            

３．その他  1,537  13,200  0.1

税金等調整前中間純利益        615,995  5.3

法人税、住民税及び事業
税  240,078            

法人税等調整額  6,480  246,558  2.1

中間純利益        369,436  3.2
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１．連結業績の推移

(1) 第２四半期累計期間 (単位：百万円)

前年比 前年比 前年比 前年比

売 上 高 126.5% 106.0% 103.2% 54.2%

営 業 利 益 397.8% 133.1% 100.0% －

経 常 利 益 279.0% 143.9% 94.9% －

四 半 期 純 利 益 1051.2% 112.1% 151.3% －

(2) 通期 (単位：百万円)

前年比 前年比 前年比 前年比

売 上 高 122.4% 106.1% 102.3% 57.5%

営 業 利 益 385.5% 143.2% 77.0% －

経 常 利 益 290.0% 144.5% 71.9% －

当 期 純 利 益 478.3% 131.1% 49.0% －

２．事業別売上高

(1) 第２四半期累計期間 (単位：百万円)

前年比 前年比 前年比 前年比

自 動 車 部 品 141.2% 112.7% 105.1% 53.9%

配 電 盤 88.4% 126.2% 81.4% 88.7%

ロボットシステム 118.5% 80.0% 112.9% 36.3%

そ の 他 114.2% 132.0% 83.6% 86.1%

合 計 126.5% 106.0% 103.2% 54.2%

(2) 下期(6月から11月) (単位：百万円)

前年比 前年比 前年比 前年比

自 動 車 部 品 116.9% 119.5% 104.1% 64.8%

配 電 盤 90.4% 113.0% 96.8% 74.2%

ロボットシステム 137.2% 79.1% 95.5% 37.2%

そ の 他 119.1% 87.0% 104.1% 107.7%

合 計 118.7% 106.2% 101.4% 60.8%

(3) 通期 (単位：百万円)

前年比 前年比 前年比 前年比

自 動 車 部 品 128.1% 116.0% 104.6% 59.4%

配 電 盤 89.4% 119.7% 88.6% 81.4%

ロボットシステム 127.9% 79.5% 103.6% 36.8%

そ の 他 116.8% 108.0% 92.4% 96.6%

合 計 122.4% 106.1% 102.3% 57.5%

平成21年11月期 第２四半期決算発表 参考資料

'06(H18)年11月期 '09(H21)年11月期'07(H19)年11月期 '08(H20)年11月期

'06(H18)年11月期 '09(H21)年11月期(予想)'07(H19)年11月期 '08(H20)年11月期

金額

10,618

434

'06(H18)年11月期 '09(H21)年11月期'07(H19)年11月期 '08(H20)年11月期

'06(H18)年11月期 '09(H21)年11月期(予想)'07(H19)年11月期 '08(H20)年11月期

'06(H18)年11月期 '09(H21)年11月期(予想)'07(H19)年11月期 '08(H20)年11月期

424

207

11,258

578

610

232

△ 319

△ 268

△ 144

11,617

578

579

351

金額 金額 金額

6,297

金額 金額 金額 金額

21,469 22,787 23,307 13,400

764 1,094 842 △ 550

789 1,140 820 △ 450

356 467 229 △ 290

金額 金額 金額 金額

6,570 7,404 7,785 4,197

1,117 1,409 1,146 1,017

2,737 2,188 2,471 897

10,618 11,258 11,617 6,297

金額 金額 金額 金額

6,331 7,568 7,875 5,102

1,086 1,227 1,188 882

3,211 2,540 2,425 902

10,851 11,528 11,690 7,102

金額 金額 金額 金額

12,902 14,973 15,660 9,300

1,800

2,203 2,636 2,335 1,900

平 成 21 年 ６ 月 30 日

ア ス カ 株 式 会 社

コード番号 ７２２７

21,469 22,787 23,307 13,400

5,948 4,729 4,897

193 255 213 184

221 192 200 215

414 448 414 400



３．自動車部品事業の売上

(1) 第２四半期累計期間 (単位：百万円)

金額 前年比 構成比 金額 前年比 構成比 金額 前年比 構成比 金額 前年比 構成比

三 菱 自 動 車 2,722 111% 41% 3,061 112% 41% 3,128 102% 40% 1,042 33% 25%

ト ヨ タ 系 3,847 176% 59% 4,343 113% 59% 4,656 107% 60% 3,154 68% 75%

(2) 下期(6月から11月) (単位：百万円)

金額 前年比 構成比 金額 前年比 構成比 金額 前年比 構成比 金額 前年比 構成比

三 菱 自 動 車 2,314 87% 37% 3,037 131% 40% 2,834 93% 36% 1,457 51% 29%

ト ヨ タ 系 4,017 145% 63% 4,530 113% 60% 5,040 111% 64% 3,645 72% 71%

(3) 通期 (単位：百万円)

金額 前年比 構成比 金額 前年比 構成比 金額 前年比 構成比 金額 前年比 構成比

三 菱 自 動 車 5,037 99% 39% 6,099 121% 41% 5,963 98% 38% 2,500 42% 27%

ト ヨ タ 系 7,865 159% 61% 8,873 113% 59% 9,697 109% 62% 6,800 70% 73%

(注)構成比は自動車部品事業の売上高に対する比率です。

４．設備投資(単独)

(1) 第２四半期累計期間 (単位：百万円)

設 備 投 資 額

減 価 償 却 費

(2) 通期 (単位：百万円)

設 備 投 資 額

減 価 償 却 費

５．人員(単独)

第２四半期平均人員

通 期 平 均 人 員

※平均人員＝各月末時点の人員合計を月数で除して算出。

６．配当状況

第２四半期末配当

期 末 配 当

年 間 配 当

以　上

0円

0円

0円

0円

11円

（記念配当 3円）

17円

（普通配当14円）

（普通配当 8円）

10円

7円

（記念配当 3円）

3円 6円 8円 0円

'06(H18)年11月期 '07(H19)年11月期 '08(H20)年11月期 '09(H21)年11月期(予想)

498名 511名 529名 503名

497名 507名 523名 498名

'06(H18)年11月期 '07(H19)年11月期 '08(H20)年11月期 '09(H21)年11月期(予想)

851 884 1,158 1,250

'09(H21)年11月期(予想)

497 3,616 2,440 500

'06(H18)年11月期 '07(H19)年11月期 '08(H20)年11月期

'07(H19)年11月期 '08(H20)年11月期

'07(H19)年11月期 '08(H20)年11月期

'06(H18)年11月期 '07(H19)年11月期 '08(H20)年11月期 '09(H21)年11月期

'06(H18)年11月期 '09(H21)年11月期(予想)

'06(H18)年11月期 '09(H21)年11月期(予想)

'06(H18)年11月期 '09(H21)年11月期'07(H19)年11月期 '08(H20)年11月期

224 1,033 1,778 220

407 414 536 627




