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1.  平成24年8月期第3四半期の連結業績（平成23年9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8月期第3四半期 4,652 13.6 △96 ― △81 ― △128 ―
23年8月期第3四半期 4,095 0.9 87 ― 73 ― 17 ―

（注）包括利益 24年8月期第3四半期 △125百万円 （―％） 23年8月期第3四半期 2百万円 （―％）

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8月期第3四半期 △30.34 ―
23年8月期第3四半期 3.97 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年8月期第3四半期 9,473 7,542 79.5
23年8月期 9,218 7,789 84.3
（参考） 自己資本   24年8月期第3四半期  7,532百万円 23年8月期  7,773百万円

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

23年8月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
24年8月期 ― 0.00 ―
24年8月期（予想） 10.00 10.00

3. 平成24年 8月期の連結業績予想（平成23年 9月 1日～平成24年 8月31日）  

（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

通期 6,200 7.0 200 13.5 210 59.9 90 54.7 28.38



(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   ：  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8月期3Q 4,341,000 株 23年8月期 4,341,000 株
② 期末自己株式数 24年8月期3Q 191,633 株 23年8月期 633 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年8月期3Q 4,236,151 株 23年8月期3Q 4,513,490 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、７－９月期の実質ＧＤＰ（季節調整済、年率）が東日本大

震災の復興がはじまったことから久しぶりにプラスに転じたもののタイの洪水、欧州信用不安等から10－12月期

は再びマイナス、一転１－３月期は4.7%にと、なかなか回復軌道に乗ったとはいえない不透明な状況で推移して

おります。 

  当社が主とする事業領域である自動車のアフターマーケットは、更に構造的な要因である若年層が減少するな

かにあって、自動車メーカーのモータースポーツ離れ、省燃費・エコ・ハイブリッド等への傾斜が進み、スピー

ド・ハイパワーといった性能に重点を置いたチューニングアップの従来商品は縮小傾向となっております。 

 このような環境下、当社では天然ガスを燃料とする自動車の新たな市場の可能性に経営資源を振り向けること

とし、ＮＧＶ（Natural Gas Vehicle）事業を経営を支える新たな柱とすべく体制の整備を図っているところであ

ります。即ち、ガソリン車を天然ガスでも走れるようにするBi-fuel用改造キットやBi-fuel車の販売促進、およ

びディーゼルエンジンを改造して天然ガスで動くようにするエンジン改造事業を展開する等、鋭意取り組み始め

たところであります。 

  一方、アフターマーケットでは、中国初となるチャイナ・オートサロンに、また米国ではＳＥＭＡ・ＳＨＯＷ

に出展し、彼の国での伸張を図るべく努力をいたしました。日本では平成24年1月に東京オートサロンに４年振り

となる出展をし、また４月には富士スピードウェイを１日借りきって「ＨＫＳプレミアムデイ」という催しを当

社主催で開催し多くのチューニングファンが集い、アフターマーケットの退潮に歯止めをかけるべく、新たな切

り口での復調を模索しております。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は4,652百万円（前年同期比13.6%増）となりました。 

  損益面では、出展経費を中心に経費が嵩んだこと等により営業損失96百万円（前年同期は87百万円の営業利

益）、経常損失81百万円（前年同期は経常利益73百万円）となり、HKS USA INC.の営業活動の本社移管による休

止に伴う従業員への特別退職金13百万円の発生等により四半期純損失128百万円（前年同期は17百万円の四半期純

利益）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３四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255百万円増加し、9,473百万円となりまし

た。これは主に、譲渡性預金の解約による有価証券の減少額550百万円等の減少要因がありましたが、譲渡性預金

を定期預金に切り替えたこと等による現金及び預金の増加額449百万円、受取手形及び売掛金の増加額313百万円

等の増加要因があったことによるものです。   

 負債は、前連結会計年度末に比べ502百万円増加し、1,931百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛

金の増加額355百万円等によるものです。 

 純資産は前連結会計年度末に比べ247百万円減少し、7,542百万円となりました。これは主に四半期純損失128百

万円、自己株式の取得額78百万円、剰余金の配当実施額43百万円等によるものです。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年4月13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 

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（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８月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,088,088 1,537,896

受取手形及び売掛金 996,029 1,309,348

有価証券 650,000 100,000

製品 961,496 913,567

仕掛品 197,944 190,236

原材料及び貯蔵品 670,519 662,917

その他 234,366 258,795

貸倒引当金 △11,094 △47,659

流動資産合計 4,787,349 4,925,102

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,452,421 1,509,759

機械装置及び運搬具（純額） 467,546 434,655

土地 1,976,601 1,977,440

その他（純額） 128,140 255,671

有形固定資産合計 4,024,709 4,177,526

無形固定資産   

のれん 3,503 1,751

その他 48,008 41,975

無形固定資産合計 51,511 43,727

投資その他の資産   

投資有価証券 51,489 60,658

その他 359,811 316,471

貸倒引当金 △56,236 △49,708

投資その他の資産合計 355,064 327,421

固定資産合計 4,431,286 4,548,675

資産合計 9,218,635 9,473,777

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 527,521 883,313

短期借入金 48,560 84,080

未払法人税等 19,410 23,978

賞与引当金 66,890 122,071

その他 401,037 477,137

流動負債合計 1,063,420 1,590,581

固定負債   

長期借入金 79,900 33,090

退職給付引当金 166,068 185,969

役員退職慰労引当金 115,500 116,767

資産除去債務 4,130 4,182

その他 － 643

固定負債合計 365,598 340,653

負債合計 1,429,019 1,931,234
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年８月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 878,750 878,750

資本剰余金 963,000 963,000

利益剰余金 6,110,440 5,938,508

自己株式 △219 △78,464

株主資本合計 7,951,970 7,701,793

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,652 7,711

為替換算調整勘定 △181,598 △176,786

その他の包括利益累計額合計 △178,945 △169,075

少数株主持分 16,591 9,825

純資産合計 7,789,616 7,542,543

負債純資産合計 9,218,635 9,473,777
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年５月31日) 

売上高 4,095,078 4,652,088

売上原価 2,456,708 3,052,410

売上総利益 1,638,370 1,599,678

販売費及び一般管理費 1,551,191 1,695,786

営業利益又は営業損失（△） 87,178 △96,107

営業外収益   

受取利息 3,316 3,622

受取配当金 513 587

スクラップ売却益 5,040 －

為替差益 － 5,476

その他 8,011 16,968

営業外収益合計 16,882 26,654

営業外費用   

支払利息 5,583 3,011

売上割引 8,366 2,902

為替差損 14,810 －

その他 2,109 5,728

営業外費用合計 30,868 11,642

経常利益又は経常損失（△） 73,192 △81,095

特別利益   

固定資産売却益 9,280 3,450

貸倒引当金戻入額 3,097 －

特別利益合計 12,378 3,450

特別損失   

固定資産売却損 90 87

固定資産除却損 5,671 4,038

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,960 －

特別退職金 － 13,981

特別損失合計 7,721 18,107

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（△）

77,849 △95,752

法人税、住民税及び事業税 25,365 24,879

法人税等調整額 36,539 14,652

法人税等合計 61,905 39,531

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（△）

15,943 △135,284

少数株主損失（△） △1,993 △6,755

四半期純利益又は四半期純損失（△） 17,937 △128,528
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年９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（△）

15,943 △135,284

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,722 5,058

為替換算調整勘定 △14,745 4,800

その他の包括利益合計 △13,022 9,859

四半期包括利益 2,920 △125,425

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,842 △118,658

少数株主に係る四半期包括利益 △1,921 △6,766
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該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年９月１日 至 平成23年５月31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３四半期連結累計期間（自 平成23年９月１日 至 平成24年５月31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。    

   

   

該当事項はありません。   

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）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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