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1. 平成26年11月期第1四半期の連結業績（平成25年12月1日～平成26年2月28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 ％

26年11月期第1四半
期

5,113 10.0 137 3.3 131 △46.5 70 △57.7

25年11月期第1四半
期 4,650 △10.8 132 △20.3 246 29.5 165 81.4

（注）包括利益 26年11月期第1四半期 △44百万円 （―％） 25年11月期第1四半期 336百万円 （105.1％）

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

26年11月期第1四半期 12.29 ―
25年11月期第1四半期 29.05 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年11月期第1四半期 19,291 5,251 27.2
25年11月期 19,034 5,397 28.3
（参考）自己資本 26年11月期第1四半期 5,245百万円 25年11月期 5,392百万円

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

25年11月期 ― 4.00 ― 7.00 11.00
26年11月期 ―
26年11月期（予
想）

3.00 ― 4.00 7.00

3. 平成26年11月期の連結業績予想（平成25年12月 1日～平成26年11月30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) 10,200 10.4 230 47.3 250 △33.0 100 △47.7 17.51
通期 19,300 1.0 300 △10.8 300 △47.3 110 △62.1 19.27



(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

(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おりません。

※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時日現在における仮定を前提とし

ております。実際の業績は、今後さまざま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 ―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 ： 無
②①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） 26年11月期1Q 5,715,420 株 25年11月期 5,715,420 株
② 期末自己株式数 26年11月期1Q 5,736 株 25年11月期 5,736 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年11月期1Q 5,709,684 株 25年11月期1Q 5,709,684 株
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（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、政府が推進する経済政策や金融緩和政策により、円高の是

正と株価の上昇が進み企業収益の改善や個人消費の持ち直しもみられ、緩やかな回復基調で推移しました。

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１四半期連結累計期間の業績は、売上高51億1,305万円（前年同四半期比10.0％増）、営業利益

１億3,704万円（前年同四半期比3.3％増）、経常利益１億3,196万円（前年同四半期比46.5％減）、四半期純利益

7,014万円（前年同四半期比57.7％減）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。

なお、前第２四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同四半期比較について

は、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

〔自動車部品事業〕

消費税率引上げに伴う駆け込み需要により生産量が増加した結果、当事業の売上高は31億779万円（前年同四半期

比2.5％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ました。当事業の売上高は６億2,410万円（前年同四半期比8.8％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及び大口の制御システムが好調に推移したこと、及び当第１

四半期連結会計期間より北米子会社ASKA USA CORPORATIONを連結範囲に含めた結果、当事業の売上高は10億8,522万

円（前年同四半期比45.1％増）となりました。

〔モータースポーツ事業〕

各種イベントを企画し集客強化を図った結果、当事業の売上高は２億4,923万円（前年同四半期比4.6％増）となり

ました。

〔人材教育事業〕

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4,668万円（前年同四半期比20.1％

減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の総資産は192億9,143万円で前連結会計年度末に比べ2億5,711万円の増加となりま

した。これは主に有形固定資産が増加したことによるものであります。

負債は、140億3,995万円で前連結会計年度末に比べ４億298万円の増加となりました。これは主に短期借入金が

増加したことによるものであります。

純資産は、52億5,148万円で前連結会計年度末に比べ１億4,587万円の減少となりました。これは主にその他有価

証券評価差額金が減少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、27.2％（前連結会計年度は、28.3％）となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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26年１月15日に公表した業績予想値に変更は

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。

なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、当第１四半期連結会計期間より、ASKA USA CORPORATION

は、重要性が増したため、連結の範囲に含めております。

（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11月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,461,032 1,269,270

受取手形及び売掛金 3,600,149 3,635,142

商品及び製品 114,446 137,268

仕掛品 781,532 849,672

原材料及び貯蔵品 273,350 283,984

その他 699,332 725,912

流動資産合計 6,929,843 6,901,251

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,947,920 3,230,546

機械装置及び運搬具（純額） 1,148,656 1,149,002

土地 4,443,149 4,484,010

その他（純額） 1,097,936 1,434,110

有形固定資産合計 9,637,662 10,297,669

無形固定資産 14,571 13,537

投資その他の資産

投資有価証券 1,685,446 1,262,509

その他 766,801 816,470

投資その他の資産合計 2,452,247 2,078,980

固定資産合計 12,104,481 12,390,188

資産合計 19,034,325 19,291,439

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,476,775 2,140,867

短期借入金 1,180,000 2,270,000

1年内返済予定の長期借入金 2,127,828 2,062,327

未払金 2,159,455 2,255,025

未払法人税等 196,282 60,267

賞与引当金 15,634 121,736

その他 571,950 351,009

流動負債合計 8,727,927 9,261,233

固定負債

長期借入金 3,908,296 3,781,663

退職給付引当金 618,814 612,384

役員退職慰労引当金 266,290 271,415

その他 115,634 113,254

固定負債合計 4,909,036 4,778,719

負債合計 13,636,963 14,039,952
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年11月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年２月28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 2,942,648 2,909,909

自己株式 △3,505 △3,505

株主資本合計 4,744,541 4,711,802

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 581,979 506,505

為替換算調整勘定 65,542 27,148

その他の包括利益累計額合計 647,522 533,653

少数株主持分 5,298 6,031

純資産合計 5,397,362 5,251,487

負債純資産合計 19,034,325 19,291,439
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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12月１日
至 平成26年２月28日)

売上高 4,650,035 5,113,059

売上原価 4,176,078 4,613,392

売上総利益 473,957 499,667

販売費及び一般管理費 341,245 362,621

営業利益 132,712 137,045

営業外収益

受取利息 2,495 466

受取配当金 8,284 9,751

受取地代家賃 10,686 9,605

為替差益 73,169 －

その他 32,400 10,794

営業外収益合計 127,036 30,618

営業外費用

支払利息 13,017 12,828

為替差損 － 20,673

その他 119 2,201

営業外費用合計 13,136 35,703

経常利益 246,611 131,960

税金等調整前四半期純利益 246,611 131,960

法人税、住民税及び事業税 90,068 74,185

法人税等調整額 △9,263 △12,143

法人税等合計 80,804 62,041

少数株主損益調整前四半期純利益 165,807 69,919

少数株主損失（△） △39 △229

四半期純利益 165,846 70,148
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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12月１日
至 平成26年２月28日)

少数株主損益調整前四半期純利益 165,807 69,919

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 147,997 △75,474

為替換算調整勘定 22,809 △38,741

その他の包括利益合計 170,806 △114,216

四半期包括利益 336,613 △44,297

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 336,431 △43,948

少数株主に係る四半期包括利益 182 △348
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

〔セグメント情報〕

Ⅰ 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）

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．モータースポーツ事業の期間は平成24年９月１日から平成24年11月30日までであります。

２．セグメント利益の調整額3,540千円は、セグメント間取引消去であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年12月１日 至 平成26年２月28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．セグメント利益の調整額3,540千円は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

当社グループは中長期経営計画の策定にあたり管理区分を見直したことにより、前第２四半期連結会計期間よ

り報告セグメントを変更しております。

変更後の報告セグメントは、「自動車部品事業」、「配電盤事業」、「ロボットシステム事業」、「モーター

スポーツ事業」及び「人材教育事業」であります。

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したもの

を開示しております。

（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）

（セグメント情報等）

（単位：千円）

自動車部品

事 業
配電盤事業

ロボットシ

ステム事業

モータース

ポーツ事業

（注）１

人材教育

事業
合計

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３

売上高

外部顧客への売上高 3,031,822 573,535 747,976 238,256 58,444 4,650,035 － 4,650,035

セグメント間の内部

売上高又は振替高
28 2,112 522 － 806 3,470 △3,470 －

計 3,031,850 575,647 748,499 238,256 59,251 4,653,506 △3,470 4,650,035

セグメント利益 421 14,031 36,110 62,684 15,924 129,172 3,540 132,712

（単位：千円）

自動車部品

事 業
配電盤事業

ロボットシ

ステム事業

モータース

ポーツ事業

人材教育

事業
合計

調整額

（注）１

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２

売上高

外部顧客への売上高 3,107,794 624,107 1,085,229 249,238 46,689 5,113,059 － 5,113,059

セグメント間の内部

売上高又は振替高
28 45,989 40,782 375 946 88,121 △88,121 －

計 3,107,823 670,096 1,126,012 249,613 47,636 5,201,181 △88,121 5,113,059

セグメント利益 40,757 43,426 7,240 37,878 4,203 133,505 3,540 137,045

アスカ㈱（７２２７）　平成26年11月期第１四半期決算短信
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