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1.  平成24年11月期第2四半期の連結業績（平成23年12月1日～平成24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 ％

24年11月期第2四半期 10,227 39.8 229 ― 275 1,148.3 90 ―

23年11月期第2四半期 7,314 △21.2 △28 ― 22 △93.9 △14 ―

（注）包括利益 24年11月期第2四半期 129百万円 （―％） 23年11月期第2四半期 △76百万円 （―％）

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

24年11月期第2四半期 15.79 ―

23年11月期第2四半期 △2.47 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年11月期第2四半期 17,191 4,374 25.4
23年11月期 15,850 4,262 26.9

（参考） 自己資本   24年11月期第2四半期  4,374百万円 23年11月期  4,262百万円

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  ：  有  
 

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

23年11月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
24年11月期 ― 0.00

24年11月期（予想） ― 8.00 8.00

3. 平成24年11月期の連結業績予想（平成23年12月 1日～平成24年11月30日） 
 

（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 20,400 25.7 420 258.9 500 167.2 240 224.9 42.03



(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）  ：  有  

(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
四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想は本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提をしてお
ります。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

※  注記事項

新規 1社 （社名） 株式会社岡山国際サーキット 、 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） 24年11月期2Q 5,715,420 株 23年11月期 5,715,420 株

② 期末自己株式数 24年11月期2Q 5,736 株 23年11月期 5,736 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年11月期2Q 5,709,684 株 23年11月期2Q 5,709,684 株



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（その他）に関する事項 ………………………………………………………………………………  2

当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ………………………………………………………………  2

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  3

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  3

（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 ………………………………………………………  5

四半期連結損益計算書    

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  5

四半期連結包括利益計算書    

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  7

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  9

（５）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  9

（７）重要な後発事象 ……………………………………………………………………………………………………  10

アスカ㈱（７２２７）　平成24年11月期第２四半期決算短信

1



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による停滞から緩やかに持ち直してい

るものの、欧州の債務危機を背景に中国経済が減速感を強めたことに加え、長期化する円高や原油価格が上昇する

など、企業を取り巻く環境は、先行き不透明な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、より効率的な製造体制

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。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高102億2,762万円（前年同四半期比39.8％増）、営業利

益は２億2,955万円（前年同四半期は2,891万円の営業損失）、経常利益は２億7,555万円（前年同四半期比

1,148.3％増）、四半期純利益は9,014万円（前年同四半期は1,410万円の四半期純損失）となりました。 

  

セグメント別の概況は次のとおりであります。 

〔自動車部品事業〕 

震災等の影響により一時的に減少した生産量が回復基調へ転じた結果、当事業の売上高は71億1,737万円（前年同

四半期比44.6％増）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た結果、当事業の売上高は14億3,022万円（前年同四半期比76.7％増）

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の自動化システムが好調に推移した結果、当事業の売上高は15億3,188万円

（前年同四半期比12.3％増）となりました。 

〔その他の事業〕 

新規得意先に対する受注活動を積極的に展開しましたが、当事業の売上高は１億4,814万円（前年同四半期比

32.2％減）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は171億9,174万円で前連結会計年度末に比べ13億4,154万円の増加となり

ました。これは主に受取手形及び売掛金が増加したことによるものであります。 

 負債は、128億1,687万円で前連結会計年度末に比べ12億2,924万円の増加となりました。これは主に借入金が増

加したことによるものであります。 

 純資産は、43億7,486万円で前連結会計年度末に比べ１億1,229万円の増加となりました。これは主に利益剰余金

が増加したことによるものであります。 

 以上の結果、自己資本比率は、25.4％となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成24年３月28日に公表いたしました業績予想を

修正いたしました。詳細につきましては、本日（平成24年６月28日）公表の「業績予想及び配当予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。 

   

  

当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

当第２四半期連結会計期間より、株式会社岡山国際サーキットは、株式の取得により、連結の範囲に含めておりま

す。なお、平成24年５月31日をみなし取得日としたため、当第２四半期連結累計期間は、貸借対照表のみを連結して

おります。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）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23年11月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 363,323 786,287

受取手形及び売掛金 2,970,029 3,554,669

商品及び製品 96,250 92,323

仕掛品 1,077,796 847,146

原材料及び貯蔵品 299,139 288,676

その他 655,155 789,523

貸倒引当金 － △470

流動資産合計 5,461,695 6,358,156

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,591,942 3,019,094

機械装置及び運搬具（純額） 1,550,646 1,453,667

土地 3,689,395 3,719,920

その他（純額） 535,087 777,236

有形固定資産合計 8,367,070 8,969,918

無形固定資産 19,778 22,426

投資その他の資産   

投資有価証券 1,050,022 1,015,169

その他 951,632 826,072

投資その他の資産合計 2,001,654 1,841,241

固定資産合計 10,388,504 10,833,587

資産合計 15,850,199 17,191,744

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,153,725 1,953,888

短期借入金 1,200,000 1,800,000

1年内返済予定の長期借入金 1,768,813 1,727,244

未払金 1,369,714 1,657,324

未払法人税等 10,518 28,658

賞与引当金 12,065 20,555

その他 742,154 1,217,913

流動負債合計 7,256,991 8,405,583

固定負債   

長期借入金 3,594,714 3,533,858

退職給付引当金 510,633 520,557

役員退職慰労引当金 225,290 235,540

その他 － 121,334

固定負債合計 4,330,638 4,411,290

負債合計 11,587,629 12,816,874
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年11月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年５月31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 2,476,138 2,549,155

自己株式 △3,505 △3,505

株主資本合計 4,278,030 4,351,048

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △15,460 23,821

その他の包括利益累計額合計 △15,460 23,821

純資産合計 4,262,569 4,374,869

負債純資産合計 15,850,199 17,191,744
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年５月31日) 

売上高 7,314,146 10,227,622

売上原価 6,831,670 9,328,183

売上総利益 482,476 899,439

販売費及び一般管理費 511,390 669,885

営業利益又は営業損失（△） △28,913 229,553

営業外収益   

受取利息 110 312

受取配当金 12,343 9,893

助成金収入 70,153 25,394

受取地代家賃 8,693 28,826

その他 5,973 9,333

営業外収益合計 97,273 73,759

営業外費用   

支払利息 29,660 25,681

その他 16,624 2,077

営業外費用合計 46,285 27,758

経常利益 22,074 275,554

特別利益   

貸倒引当金戻入額 258 －

投資有価証券売却益 12,009 －

特別利益合計 12,268 －

特別損失   

前期損益修正損 23,719 －

固定資産除却損 24,133 －

投資有価証券評価損 － 28,298

投資有価証券売却損 － 4,906

その他 4,120 －

特別損失合計 51,973 33,204

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（△）

△17,629 242,350

法人税、住民税及び事業税 13,846 20,409

法人税等調整額 △17,371 131,793

法人税等合計 △3,524 152,203

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（△）

△14,105 90,146

四半期純利益又は四半期純損失（△） △14,105 90,146
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年５月31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（△）

△14,105 90,146

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △62,820 39,282

その他の包括利益合計 △62,820 39,282

四半期包括利益 △76,925 129,428

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △76,925 129,428
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△17,629 242,350

減価償却費 432,278 364,841

のれん償却額 － 74,665

貸倒引当金の増減額（△は減少） △258 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,723 8,489

退職給付引当金の増減額（△は減少） △17,680 △2,800

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － 10,250

デリバティブ評価損益（△は益） 8,690 △2,648

投資有価証券評価損益（△は益） － 28,298

受取利息及び受取配当金 △12,453 △10,205

支払利息 29,660 25,681

固定資産除売却損益（△は益） 24,133 295

投資有価証券売却損益（△は益） △12,009 4,906

売上債権の増減額（△は増加） 1,054,180 △482,907

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,257 253,155

仕入債務の増減額（△は減少） △942,424 △218,235

未払金の増減額（△は減少） △419,823 227,561

未払消費税等の増減額（△は減少） △65,810 62,714

その他 176,520 243,672

小計 240,906 830,085

利息及び配当金の受取額 14,159 10,943

利息の支払額 △29,225 △25,885

法人税等の支払額 △14,655 △9,681

法人税等の還付額 4,868 8,304

営業活動によるキャッシュ・フロー 216,052 813,766

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 △268,888 △270,779

無形固定資産の取得による支出 △4,834 －

投資有価証券の取得による支出 － △29,245

投資有価証券の売却による収入 12,009 84,996

貸付けによる支出 △600 △32,750

貸付金の回収による収入 3,546 1,952

差入保証金の回収による収入 44,000 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △626,013

その他の支出 △4,947 △4,646

その他の収入 4,036 100

投資活動によるキャッシュ・フロー △215,677 △876,385
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年５月31日) 

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） － 600,000

長期借入れによる収入 1,200,000 900,000

長期借入金の返済による支出 △1,152,685 △1,002,425

配当金の支払額 △45,619 △17,060

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,695 480,514

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,324 5,067

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,253 422,963

現金及び現金同等物の期首残高 498,084 363,323

現金及び現金同等物の四半期末残高 495,830 786,287
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 該当事項はありません。 

    

Ⅰ．前第２四半期連結累計期間（自 平成22年12月１日 至 平成23年５月31日） 

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 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、人材教育及び研修事業であ

ります。 

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額2,070千円は、セグメント間取引消去であります。 

３．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損失と調整を行っております。 

   

Ⅱ．当第２四半期連結累計期間（自 平成23年12月１日 至 平成24年５月31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 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、人材教育及び研修事業並び

にモータースポーツ事業であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額2,070千円は、セグメント間取引消去であります。 

３．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損失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 

（のれんの金額の重要な変動） 

当第２四半期連結累計期間において、株式会社岡山国際サーキットを新たに連結子会社としたことにより、

「その他」においてのれんが74,665千円発生し、発生時に全額償却しております。 

     

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）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント

その他

（注）１ 
合計

調整額 
（注）２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注）３ 

自動車部品 
事 業 

配電盤事業 
ロボットシ

ステム事業 
計

売上高                 

外部顧客への売上高  4,922,465  809,269  1,363,986  7,095,721  218,425  7,314,146  －  7,314,146

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 3,247  96,305  72,371  171,924  1,946  173,871  △173,871  －

計  4,925,713  905,574  1,436,357  7,267,645  220,372  7,488,018  △173,871  7,314,146

セグメント利益 

又は損失（△） 
 △173,749  △24,822  115,894  △82,676  51,692  △30,983  2,070  △28,913

  （単位：千円）

  

報告セグメント

その他

（注）１ 
合計

調整額 
（注）２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注）３ 

自動車部品 
事 業 

配電盤事業 
ロボットシ

ステム事業 
計

売上高                 

外部顧客への売上高  7,117,378  1,430,222  1,531,881  10,079,481  148,141  10,227,622  －  10,227,622

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 1,316  23,846  101,227  126,390  2,632  129,023  △129,023  －

計  7,118,694  1,454,068  1,633,109  10,205,872  150,773  10,356,645  △129,023  10,227,622

セグメント利益 

又は損失（△） 
 20,372  104,236  142,719  267,327  △39,844  227,483  2,070  229,553

（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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当社は、平成24年６月28日開催の取締役会において、子会社を設立することを決議いたしました。 

１．子会社設立の目的 

日系自動車メーカーの現地生産化により、自動車部品需要の増加が期待されるアセアン地域における生産体制

の構築を図るため、インドネシアに子会社を設立することを決定いたしました。 

２．子会社の概要 

  

（７）重要な後発事象

（１）会社名 PT. AUTO ASKA INDONESIA 

（２）所在地 インドネシア共和国 西ジャワ州カラワン県スルヤチプタ工業団地 

（３）事業内容 自動車部品の製造、販売 

（４）資本金 800万USドル 

（５）出資比率 99％（予定） 

（６）設立 2012年７月（予定） 
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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)

'09(H21)年11月期 '10(H22)年11月期 '11(H23)年11月期 '12(H24)年11月期

金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比

売 上 高 54.2% 147.3% 78.8% 139.8%

営 業 利 益 － － － －

経 常 利 益 － － 6.1% 1248.3%

四 半 期 純 利 益 － － － －

(2) 通期

'09(H21)年11月期 '10(H22)年11月期 '11(H23)年11月期 '12(H24)年11月期(予想)

金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比

売 上 高 59.9% 132.3% 87.9% 125.7%

営 業 利 益 － － 33.7% 358.9%

経 常 利 益 － － 38.4% 267.2%

当 期 純 利 益 － － 27.8% 324.9%

２．事業別売上高

(1) 第２四半期累計期間

'09(H21)年11月期 '10(H22)年11月期 '11(H23)年11月期 '12(H24)年11月期

金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比

自 動 車 部 品 53.9% 160.8% 72.9% 144.6%

配 電 盤 88.7% 83.4% 95.4% 176.7%

ロボットシステム 36.3% 161.4% 94.2% 112.3%

そ の 他 86.1% 125.3% 94.6% 67.8%

合 計 54.2% 147.3% 78.8% 139.8%

(2) 下期(6月から11月)

'09(H21)年11月期 '10(H22)年11月期 '11(H23)年11月期 '12(H24)年11月期(予想)

金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比

自 動 車 部 品 76.0% 109.8% 105.0% 108.4%

配 電 盤 81.6% 75.1% 129.2% 103.0%

ロボットシステム 23.0% 316.6% 54.1% 122.4%

そ の 他 71.5% 89.0% 94.2% 459.9%

合 計 65.5% 120.0% 97.0% 114.1%

(3) 通期

'09(H21)年11月期 '10(H22)年11月期 '11(H23)年11月期 '12(H24)年11月期(予想)

金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比

自 動 車 部 品 65.0% 130.8% 88.7% 123.5%

配 電 盤 85.1% 79.3% 111.0% 137.1%

ロボットシステム 29.7% 220.8% 72.2% 116.5%

そ の 他 79.1% 109.4% 94.4% 206.8%

合 計 59.9% 132.3% 87.9% 125.7%

平 成 24 年 6 月 28 日

ア ス カ 株 式 会 社
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6,297 9,278 7,314 10,227

5,989 6,573 6,899 7,482
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143 127 120
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３．設備投資

(1) 第２四半期累計期間

'09(H21)年11月期 '10(H22)年11月期 '11(H23)年11月期 '12(H24)年11月期

設 備 投 資 額

減 価 償 却 費

(2) 通期

'09(H21)年11月期 '10(H22)年11月期 '11(H23)年11月期 '12(H24)年11月期(予想)

設 備 投 資 額

減 価 償 却 費

４．人員

'09(H21)年11月期 '10(H22)年11月期 '11(H23)年11月期 '12(H24)年11月期(予想)

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。

５．配当状況

'09(H21)年11月期 '10(H22)年11月期 '11(H23)年11月期 '12(H24)年11月期(予想)

第２四半期末配当

期 末 配 当

年 間 配 当

以　上

253

3.00円

3.00円

8.00円

8.00円

0.00円

0.00円

8.00円

8.00円

0.00円 0.00円 0.00円 0.00円

525名 513名 499名 527名

526名 525名 517名 509名

1,241 1,011 864 800

331 347 433 400

220 197 272

628 504 432 364


