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１．平成18年８月中間期の連結業績（平成17年９月１日～平成18年２月28日）

(1）連結経営成績　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

１８年２月中間期 2,660  (  42.3) 182  ( 216.4) 188 ( 222.9)

１７年２月中間期 1,869 (   3.6) 57 ( 141.8) 58 ( 193.0)

１７年８月期 4,020 167 177

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

１８年２月中間期 145 ( 337.0) 38 40 38 09

１７年２月中間期 33 ( 166.4) 9 11 9 09

１７年８月期 131 33 54 33 32

（注）①持分法投資損益 18年２月中間期 ─百万円 17年２月中間期 ─百万円 17年８月期 ─百万円

②期中平均株式数（連結） 18年２月中間期 3,792,400株 17年２月中間期 3,656,643株 17年８月期 3,663,655株

③会計処理の方法の変更 無
④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

１８年２月中間期 4,327 3,318 76.7 864 07

１７年２月中間期 3,550 2,925 82.4 800 00

１７年８月期 3,821 3,099 81.1 825 98

（注）期末発行済株式数（連結） 18年２月中間期 3,840,900株 17年２月中間期 3,656,560株 17年８月期 3,742,600株

(3）連結キャッシュ・フローの状況　　　　　　　　　　（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

１８年２月中間期 258 △348 0 405

１７年２月中間期 141 △215 △18 404

１７年８月期 264 △325 21 480

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 １社 持分法適用非連結子会社数 ─ 社 持分法適用関連会社数 ─ 社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  
連結（新規） ─ 社 （除外） ─ 社 持分法（新規） ─ 社 （除外） ─ 社

２．平成１８年８月期の連結業績予想（平成17年９月１日～平成18年８月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 5,500 380 280

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　72円90銭
※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社の企業集団は、旭化学工業株式会社、子会社１社（旭日塑料制品（昆山）有限公司）で構成され、事業として電

動工具及び自動車部品の樹脂成形、電動工具の組付、樹脂金型の設計製作、並びに自社製品である建築資材の製造販売

を事業としております。

　事業系統図は次のとおりであります。

 

旭日塑料制品 
（昆山）有限公司 
 
（製造・販売） 

 

 

旭化学工業 

株式会社 

 

（製造・販売） 

国     内 

 

ユ ー ザ ー 

海     外 

 

ユ ー ザ ー 

製 品 

金 型 

材 料 

ロイヤリティ 
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２．経営の方針

(1）経営の基本方針

　当社グループは、「愛されるプラスチックメーカー」を目指して、良い考え［合理化の追求］・良い商品［信頼性

の重視］・良い職場［人間性の尊重］を社是として掲げ、「人・物・金は企業にとって限度がある。限度あるものを

最高に活かすのが事業である。」との基本理念をもとに、創業以来、企業活動を行っております。

　その基本理念のもと、社会のニーズに合った製品を造り出すための研究活動に注力し、技術力を高め、効率のよい

生産システムを確立し、お客様及び市場からの評価を高め、収益力の向上と経営基盤の強化を図ってまいります。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、株主の皆様への長期にわたる安定的な利益還元、及び企業体質の強化と事業基盤の拡充に必要な内部留保

の充実や今後の事業展開などを勘案して、株主の皆様への積極的な利益還元を図ることを基本方針としております。

  当期につきましては、期末に創立４０周年を記念して一株当たり３円の記念配当を行うことを決定いたしました。

　今後も、業績向上を図りながら、安定した配当に努めてまいります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び基本方針

　当社は、現在１単元の株式数を500株と定めておりますが、投資家の皆様の拡大ならびに株式の流通の活性化を図る

うえで、投資単位の引下げは経営上の重要課題と認識しております。今後は、現在の投資金額を勘案し投資家の皆様

に、より投資しやすい環境を整えるため１単元の株式数の見なおし等を視野に入れながら、株式投資単位の引下げに

つきましては慎重に検討し、対処していく所存であります。

(4）目標とする経営指標

　当社は、当期より新たに当社グループの売上高の目標を100億円に設定し、当連結会計期間は当初50億円の目標を55

億円に修正しました。毎年10％以上の増収を目指してまいります。

　また、売上の拡大と共に、利益率の向上を目指してまいります。

　売上高売上総利益率20％を目標としております。中国子会社の生産拡大や生産の効率化を計り、原価低減に努めて

まいります。

(5）中長期的な経営戦略

　当社グループが属するプラスチック業界は、価格競争がますます激化しております。また顧客よりの価格の低減要

求も厳しさを増しております。

　当社グループといたしましては、中国子会社での生産拡大によりコスト引下げをはかり、また国内におきましては

工場の生産性の効率化、物流コストの見直しをはかり、顧客の要望に応えてまいります。

　それにより、営業基盤の拡大と収益向上をはかっていきたいと考えております。

(6）会社の対処すべき課題

　今後のわが国の経済は、企業業績の回復を背景に明るい兆しが見られますが、原油価格の高止まり感や金融政策の

変更による不安な材料があり、厳しい状況が続くと思われます。

　このような情勢のなか、当社は顧客ニーズを追求し、顧客満足度の一層の向上に努めてまいります。また、社員教

育を充実し原価の低減、経費の削減、業務の効率化、企業体質の強化を図ってまいります。

(7）コーポレート・ガバナンスの状況

　①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社グループは、「愛されるプラスチックメーカー」を目指して、良い考え〔合理化の追求〕・良い商品〔信頼

性の重視〕・良い職場〔人間性の尊重〕を社是として掲げ、「人・物・金は企業にとって限度がある。限度あるも

のを最高に活かすのが事業である」との基本理念のもと、株主及び投資家をはじめ市場からの評価を高める企業を

目指しております。
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　②　コーポレート・ガバナンスに関する施策の基本的な考え方

　　当社は、収益力の向上と経営基盤の確立のためには、法令遵守体制の確立が経営上最も重要な課題の１つと考え

ております。

　　また経営の透明性の観点から、情報開示の迅速性を実行してまいります。

　Ⅰ　コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

　ａ．会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

　　　・業務執行状況の監督並びに経営上の重要事項については「取締役会」を月１回以上開催し、意思決定を行っ

ております。

　　　・業務執行に関しては、経営層及び管理職幹部で構成する「部長会議」を週１回開催し、重要な業務執行方

針を決定しております。

　　　・監査役会は監査役３名（常勤監査役１名）で構成され、各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務

の分担等に従い、取締役会への出席や業務監査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。

　　　・顧問弁護士には、必要に応じてアドバイスを受けております。

　ｂ．会計監査

　　当社は、商法に基づく会計監査及び証券取引法に基づく会計監査を中央青山監査法人に依頼しております。

中央青山監査法人及び当社監査に従事する業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。

　　当中間連結会計期間において業務執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成は下記のと

おりです。

　　・業務を執行した公認会計士の氏名

　　　指定社員　業務執行社員　佐藤孝　　監査年数１年

　　　指定社員　業務執行社員　渡邉泰宏　監査年数３年

　　・会計監査業務に係る補助者の構成

　　　公認会計士　１名　　会計士補　４名

　Ⅱ　内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況

　当社では、内部監査は監査役会が担当しております。監査役会は常勤監査役１名と監査役２名の計３名で

構成されております。また、総務部員１名が補佐しております。監査役会は、内部監査日程に従い随時内部

監査を実施しており、日常の業務執行について、業務等の改善に向け具体的な指導・助言をしております。

　当社は、この内部監査を特に重要視しており、この内部監査と会計監査人が行う証券取引法上の監査及び

商法上の監査と連携し、内部統制システムについての監視・検証を行っております。

　また、事業活動から生じる様々なリスクに対応するため、総務部がリスク情報の管理を行い、取締役会に

報告しております。対外的なリスクに関しましては、顧問弁護士から助言を求め対応することとしております。
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株  主  総  会 

会計監査人 取締役会 監査役会 

代表取締役社長 

   総務部 
 
      情報 
 
   事業部 

子会社 

選任・解任 選任・解任 選任・解任 

会計監査 監査 

部長会議 

　Ⅲ　会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　・社外取締役の選任は行っておりません。

　・監査役３名はすべて社外監査役であります。

　社外監査役杉浦鑛一は、当社代表取締役杉浦求の義兄でありますが、当社との間に利害関係はありません。

　また、他の社外監査役につきましても、当社との間に人的関係や資本関係等はありません。

　Ⅳ　会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの当中間連結会計期間における実施状況

　　当中間連結会計期間中は、取締役会は10回開催し、法令決定事項や経営に関する重要な事実を決定いたし

ました。

(7）親会社等に関する事項

　当社は、親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。
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３．経営成績

(1）当中間期の概況

　当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、原油価格の高騰による不安材料があったものの、企業業績の改善に

よる設備投資の増加や個人消費の増加、また株価の上昇等により景気は回復基調となりました。

　当社グループの主な販売先であります電動工具業界及び自動車業界におきましては、欧州及び北米を中心に販売が

好調であり、当社グループを取り巻く環境も順調に推移しました。

　このような状況のなか、当社グループでは機械の購入等設備投資の増加により生産設備を増強し、生産拡大をはか

りました。

　この結果、売上高全体では26億60百万円（前年同期比42.3％増）となりました。

　品目別売上高におきましては、電動工具成形品では新規モデルの販売好調により11億21百万円（同79.6％増）とな

り、電動工具組付品では新規モデル受注により２億37百万円（同35.8％増）となりました。また、自動車部品成形品

につきましては、自動車販売の好調に支えられ10億5百万円（同29.6％増）となりました。樹脂金型につきましては、

電動工具成形用金型の販売増加により１億62百万円（同17.9％増）となりました。自社製品におきましては、建設資

材部門の販売減少により57百万円（同8.5％減）となり、その他成形品では情報機器部品の減少により76百万円（同

19.4％減）となりました。

　利益面につきましては、中国子会社の売上の増加に伴い、経常利益は１億88百万円（同222.9％増）となり、中間純

利益は１億45百万円（同337.0％増）となりました。

(2）キャッシュフロ－の状況

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調整前中間純利益が１億85百

万円（前年同期比181.8％増）と高水準でしたが、有形固定資産の取得による支出が３億45百万円（同25.2％増）あっ

たため、前中間連結会計期間末に比べ１百万円増加（同0.4％増）し、当中間連結会計期間末には４億５百万円となり

ました。

　また、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は２億58百万円（同82.7％増）となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益

が１億85百万円（同181.8％増）計上されたこと、及び減価償却費によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は３億48百万円（同62.3％増）となりました。これは主に、本社工場並びに子会社の

新工場建設、及び射出成形機等の機械設備の増設に伴う有形固定資産の取得が３億45百万円（同25.2％増）あったこ

とによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は0百万円（前年同期は18百万円の支出）となりました。これは主に、利益処分による

配当金の支払額33百万円と、ストックオプションの権利行使による収入額35百万円によるものであります。

(3）通期の見通し

　当下半期の見通しにつきましては、引き続き原油価格の高騰や日中間の政治問題など、先行き不透明感があるもの

の、企業業績の拡大や個人消費の伸びに支えられ、回復基調で推移するものと思われます。

　このような情勢のなか、当社グル－プといたしましても、５月の新工場完成に伴う生産効率の追及、中国生産の拡

大による原価低減により、業績向上に全力を尽くす所存であります。

　通期の業績見通しにつきましては、売上高55億円、経常利益３億80百万円、当期純利益２億80百万円を見込んでお

ります。
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(4）事業等のリスク

　当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

　なお、文中における将来に関する事項については、当中間連結会計期間末現在において判断したものであります。

①　特定の顧客への依存

　当社グループは、プラスチック製品の成形及び加工を行っておりますが、その販売は特定の顧客に依存しており

ます。この特定の顧客とは、継続的かつ安定した取引関係にありますが、その顧客の生産及び販売の状況によって

は当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

②　海外市場での活動において

　当社グループは、中華人民共和国に重点的な投資活動を行っておりますが、この国における政治及び経済の状況

の変化は、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

③　為替変動について

　為替変動は、当社グループの外貨建取引から発生する資産及び負債の日本円換算額に影響を与える可能性があり

ます。また、外貨建で取引されている製品の価格にも影響を与える可能性があります。これらは、当社グループの

業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

④　原材料価格変動の影響について

　原油価格の高騰により、原材料の樹脂の価格が上昇してきております。当社グループでは、上昇分を製品価格に

転嫁できるよう顧客に協力を要請しますが、この上昇分相当額を製品価格に転嫁できない場合は、当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年２月28日）

当中間連結会計期間末
（平成18年２月28日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成17年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 489,381 490,907 589,859

２．受取手形及び売掛金  542,955 843,476 645,058

３．たな卸資産 249,499 383,503 296,639

４．その他 27,689 36,171 51,142

５．貸倒引当金 △510 △730 △570

流動資産合計 1,309,016 36.9 1,753,328 40.5 1,582,130 41.4

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※１

１．建物及び構築物 658,751 659,358 652,254

２．機械装置及び運搬具 501,619 620,933 532,631

３．土地 832,390 838,481 834,842

４．その他 71,812 252,501 74,100

有形固定資産合計 2,064,574 58.2 2,371,275 54.8 2,093,829 54.8

(2）無形固定資産 8,591 0.2 7,600 0.2 8,080 0.2

(3）投資その他の資産

１．その他 231,231 198,247 142,706

２．貸倒引当金 △63,152 △3,326 △4,986

投資その他の資産合計 168,078 4.7 194,920 4.5 137,720 3.6

固定資産合計 2,241,243 63.1 2,573,796 59.5 2,239,630 58.6

資産合計 3,550,259 100.0 4,327,124 100.0 3,821,760 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年２月28日）

当中間連結会計期間末
（平成18年２月28日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成17年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 414,571 732,853 470,916

２．未払法人税等 23,445 46,590 4,992

３．賞与引当金 20,735 23,445 20,499

４．役員賞与引当金 － 3,000 －

５．その他 99,045 120,708 149,736

流動負債合計 557,798 15.7 926,597 21.4 646,144 16.9

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 67,218 81,703 75,794

固定負債合計 67,218 1.9 81,703 1.9 75,794 2.0

負債合計 625,016 17.6 1,008,300 23.3 721,939 18.9

（資本の部）

Ⅰ　資本金 666,222 18.8 666,222 15.4 666,222 17.4

Ⅱ　資本剰余金 712,159 20.0 724,874 16.8 723,342 18.9

Ⅲ　利益剰余金 1,681,594 47.4 1,883,102 43.5 1,779,667 46.6

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 17,926 0.5 42,678 1.0 21,208 0.5

Ⅴ　為替換算調整勘定 △84,176 △2.4 9,264 0.2 △50,871 △1.3

Ⅵ　自己株式 △68,483 △1.9 △7,317 △0.2 △39,746 △1.0

資本合計 2,925,243 82.4 3,318,824 76.7 3,099,821 81.1

負債及び資本合計 3,550,259 100.0 4,327,124 100.0 3,821,760 100.0
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(2）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 1,869,862 100.0 2,660,264 100.0 4,020,913 100.0

Ⅱ　売上原価 1,625,524 86.9 2,231,168 83.9 3,455,891 85.9

売上総利益 244,337 13.1 429,095 16.1 565,021 14.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．荷造運搬費 38,274 53,900 78,794

２．役員報酬 31,600 34,686 64,731

３．給与・賞与 51,693 51,411 105,591

４．賞与引当金繰入額 4,768 5,751 4,697

５．役員賞与引当金繰入額 － 3,000 －

６．退職給付費用 1,727 1,413 3,561

７．貸倒引当金繰入額 110 160 170

８．その他 58,379 186,553 10.0 95,941 246,264 9.2 140,029 397,575 9.9

営業利益 57,783 3.1 182,831 6.9 167,446 4.2

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 300 409 439

２．受取配当金 507 550 1,555

３．為替差益 － 3,147 5,469

４．その他 1,694 2,502 0.1 2,172 6,279 0.2 2,444 9,908 0.2

Ⅴ　営業外費用

１．為替差損 1,609 － －

２．その他 243 1,853 0.1 407 407 0.0 294 294 0.0

経常利益 58,433 3.1 188,703 7.1 177,060 4.4

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※１ 1,405 － 2,690

２．投資有価証券売却益  16,455 － 16,455

３．貸倒引当金戻入額 － 17,860 1.0 291 291 0.0 12,000 31,146 0.8

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※２ 1,540 3,103 4,301

２．固定資産除却損 ※３ 1,818 357 2,911

３．会員権等売却損  － － 4,142

４．会員権等評価損  7,200 － 4,400

５．役員退職慰労金 － 10,559 0.6 319 3,780 0.1 － 15,756 0.4

税金等調整前中間（当期）純
利益 65,735 3.5 185,214 7.0 192,449 4.8

法人税、住民税及び事業税 17,067 44,981 12,302

法人税等調整額 15,339 32,407 1.7 △5,395 39,585 1.5 48,747 61,049 1.5

中間（当期）純利益 33,327 1.8 145,628 5.5 131,400 3.3
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(3）中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 712,159 723,342 712,159

Ⅱ　資本剰余金増加高    

１．自己株式処分差益 － － 1,531 1,531 11,182 11,182

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

712,159 724,874 723,342

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 1,673,420 1,779,667 1,673,420

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．中間（当期）純利益 33,327 33,327 145,628 145,628 131,400 131,400

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 18,283 33,683 18,283

２．役員賞与 6,870 25,153 8,510 42,193 6,870 25,153

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

1,681,594 1,883,102 1,779,667
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(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日

至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成16年９月１日

至　平成17年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１.税金等調整前中間（当期）純利益 65,735 185,214 192,449

２.減価償却費 74,649 83,263 162,960

３.賞与引当金の増減額（減少：△） 8,876 2,805 8,580

４.役員賞与引当金の増減額（減少：△） － 3,000 －

５.退職給付引当金の増減額（減少：△） 7,737 5,909 16,313

６.貸倒引当金の増減額（減少：△） 110 124 △11,856

７.受取利息及び受取配当金 △808 △959 △1,994

８.投資有価証券売却益 △16,455 － △16,455

９.為替差損益 3,369 △956 △2,325

10.有形固定資産売却益 △1,405 － △2,690

11.有形固定資産売却損 1,540 3,103 4,301

12.有形固定資産除却損 1,818 357 2,911

13.会員権等売却損 － － 4,142

14.会員権等評価損 7,200 － 4,400

15.売上債権の増減額（増加：△） △66,572 △246,391 △121,914

16.たな卸資産の増減額（増加：△） △19,363 △79,194 △63,543

17.その他流動資産の増減額（増加：△） 2,737 18,775 △15,412

18.仕入債務の増減額（減少：△） 126,545 250,600 178,715

19.未払費用の増減額（減少：△） 3,251 26,358 2,976

20.未払消費税等の増減額（減少：△） △11,797 2,681 △12,966

21.その他流動負債の増減額（減少：△） △9,944 12,241 △12,805

22.役員賞与の支払額 △6,870 △8,510 △6,870

23.その他の増減額（増加：△） 26 － △354

小計 170,380 258,423 308,562

24.利息及び配当金の受取額 836 962 2,021

25.法人税等の支払額 △29,776 △923 △45,925

営業活動によるキャッシュ・フロー 141,439 258,463 264,659
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前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日

至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成16年９月１日

至　平成17年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１.定期預金の預入による支出 △72,000 △72,000 △144,000

２.定期預金の払戻による収入 96,000 96,000 144,000

３.投資有価証券の取得による支出 △3,721 △3,139 △6,938

４.投資有価証券の売却による収入 34,760 － 34,760

５.その他投資等の取得による支出 △3,300 △24,822 △10,514

６.その他投資等の売却による収入 6,159 35 25,042

７.有形固定資産の取得による支出 △275,625 △345,199 △374,652

８.有形固定資産の売却による収入 2,722 253 6,950

９.無形固定資産の取得による支出 － △18 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △215,005 △348,890 △325,352

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１.自己株式の取得による支出 △71 △1,246 △520

２.ストックオプションの権利行使による

収入
－ 35,207 40,368

３.配当金の支払額 △18,270 △33,247 △18,338

財務活動によるキャッシュ・フロー △18,341 713 21,509

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,379 14,762 4,373

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △111,287 △74,951 △34,809

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 515,668 480,859 515,668

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)

残高
※１ 404,381 405,907 480,859
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　１社

旭日塑料制品（昆山）有限公司

同左 同左

２．持分法の適用に関する事項 該当ありません。 同左 同左

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）に関する事項

連結子会社、旭日塑料制品（昆山）

有限公司の中間決算日は６月30日で

あります。

中間連結財務諸表の作成に当たって

は、12月31日現在で本決算に準じた

仮決算を行い作成した財務諸表を使

用しております。ただし１月１日か

ら中間連結決算日までの期間に生じ

た重要な取引については、連結上必

要な調整を行っております。

同左 連結子会社、旭日塑料制品（昆山）

有限公司の決算日は12月31日であり

ます。

連結財務諸表の作成に当たっては、

6月30日現在で本決算に準じた仮決

算を行い作成した財務諸表を使用し

ております。ただし7月１日から連

結決算日までの期間に生じた重要な

取引については、連結上必要な調整

を行っております。

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間連結会計期間末日の市場

価格等に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均

法により算定）

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結会計年度末日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

たな卸資産

商品

総平均法による原価法

たな卸資産

商品

同左

たな卸資産

商品

同左

製品・仕掛品

成形・組付品～総平均法による

原価法

樹脂金型～個別法による原価法

製品・仕掛品

同左

製品・仕掛品

同左

原材料

総平均法による原価法

原材料

同左

原材料

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

有形固定資産

当社は定率法を、また、在外連結

子会社は定額法を採用しておりま

す。

ただし、当社は平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附属設

備を除く。）については、定額法

を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物及び構築物　　３～47年

機械装置及び運搬具

４～10年

有形固定資産

同左

有形固定資産

同左

無形固定資産

自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用し

ております。

無形固定資産

─────

無形固定資産

─────
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前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

(3）重要な引当金の計上基準 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、

当中間連結会計期間に負担すべき

支給見込額に基づき計上しており

ます。

賞与引当金

同左

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、

当連結会計年度に負担すべき支給

見込額に基づき計上しております。

───── 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、

当中間連結会計期間に負担すべき

支給見込額に基づき計上しており

ます。

（会計方針の変更） 

従来、役員賞与は未処分利益の減

少として処理しておりましたが、

当中間連結会計期間より「役員賞

与に関する会計基準」（平成17年

11月29日　企業会計基準委員会　

企業会計基準第４号）を適用し、

費用処理しております。 

この結果、販売費及び一般管理費

が3,000千円増加し、営業利益、

経常利益及び税金等調整前中間純

利益が3,000千円減少しておりま

す。 

─────

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認められる額

を計上しております。

数理計算上の差異は、各連結会計

年度の発生時の従業員の平均残存

勤務期間内の一定の年数（10年）

による定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌連結会計年度か

ら処理しております。

退職給付引当金

同左

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

数理計算上の差異は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間内の

一定の年数（10年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度から処理するこ

とにしております。

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

外貨建金銭債権債務は、中間連結決

算日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理し

ております。なお、在外連結子会社

の資産、負債、収益及び費用は、在

外連結子会社の仮決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、為替換算

差額は資本の部における為替換算調

整勘定に含めております。

同左 外貨建金銭債権債務は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。なお、在外連結子会社の資産、

負債、収益及び費用は、在外連結子

会社の仮決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、為替換算差額は資

本の部における為替換算調整勘定に

含めております。
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前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

(5）重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

同左 同左

(6）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

なお、仮受消費税等及び仮払消費

税等は相殺のうえ流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。 

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 同左

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

───── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月

９日）及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を

適用しております。これによる損益に

与える影響はありません。

─────
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追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

　「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成15年法律第９号）が平成15年３

月31日に公布され、平成16年４月１日

以後に開始する事業年度より外形標準

課税制度が導入されたことに伴い、当

中間連結会計期間から「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算書

上の表示についての実務上の取扱い」

（平成16年２月13日企業会計基準委員

会実務対応報告第12号）に従い法人事

業税の付加価値割及び資本割について

は、販売費及び一般管理費に計上して

おります。

　この結果、販売費及び一般管理費が

2,700千円増加し、営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益が、2,700

千円減少しております。 

───── 　「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成15年法律第９号）が平成15年３

月31日に公布され、平成16年４月１日

以後に開始する事業年度より外形標準

課税制度が導入されたことに伴い、当

連結会計期間から「法人事業税におけ

る外形標準課税部分の損益計算書上の

表示についての実務上の取扱い」（平

成16年２月13日企業会計基準委員会実

務対応報告第12号）に従い法人事業税

の付加価値割及び資本割については、

販売費及び一般管理費に計上しており

ます。

　この結果、販売費及び一般管理費が

5,142千円増加し、営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益が、5,142

千円減少しております。 
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年２月28日）

当中間連結会計期間末
（平成18年２月28日）

前連結会計年度
（平成17年８月31日）

※１．減価償却累計額   2,775,385千円 ※１．減価償却累計額 2,873,891千円 ※１．減価償却累計額 2,832,467千円

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

※１．固定資産売却益の内容は次のとおりで

あります。

工具器具備品   1,405千円

───── ※１．固定資産売却益の内容は次のとおりで

あります。

車両運搬具 1,142千円

工具器具備品 1,547千円

合計 2,690千円

※２．固定資産売却損の内容は次のとおりで

あります。

機械装置     1,528千円

車両運搬具   12千円

合計 1,540千円

※２．固定資産売却損の内容は次のとおりで

あります。

機械装置 3,053千円

車両運搬具 50千円

合計 3,103千円

※２．固定資産売却損の内容は次のとおりで

あります。

機械装置 4,166千円

車両運搬具 12千円

工具器具備品 122千円

合計 4,301千円

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。

工具器具備品   1,818千円 機械装置 247千円

工具器具備品 110千円

合計 357千円

工具器具備品 2,911千円

合計 2,911千円

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

 （平成17年２月28日現在）

現金及び預金勘定   489,381千円

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金等
   △85,000千円

    404,381千円

 （平成18年２月28日現在）

現金及び預金勘定 490,907千円

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金等
△85,000千円

405,907千円

 （平成17年８月31日現在）

現金及び預金勘定  589,859千円

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金等
  △109,000千円

480,859千円
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①　リース取引

項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

オペレーティング・リー

ス取引

未経過リース料

（借主側）

───── ─────

１年内 1,967千円

１年超 5千円

合計 1,972千円

②　有価証券

前中間連結会計期間（平成17年２月28日現在）

有価証券

その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

株式 26,967 56,746 29,778

合計 26,967 56,746 29,778

当中間連結会計期間（平成18年２月28日現在）

有価証券

その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

株式 33,343 104,237 70,894

合計 33,343 104,237 70,894

前連結会計年度（平成17年８月31日現在）

有価証券

その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 30,195 65,424 35,229

合計 30,195 65,424 35,229

③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間（自　平成16年９月１日　至　平成17年２月28日）、当中間連結会計期間（自　平成17年９

月１日　至　平成18年２月28日）及び前連結会計年度（自　平成16年９月１日　至　平成17年８月31日）

　当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成16年９月１日　至平成17年２月28日）

　当社グループはプラスチック製品関係の専門メーカーとして、同一セグメントに属する電動工具及び自動車

部品の樹脂成形、電動工具の組付、樹脂金型の設計製作、並びに自社製品である建築資材及び園芸用品の製造

販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自平成17年９月１日　至平成18年２月28日）

　当社グループはプラスチック製品関係の専門メーカーとして、同一セグメントに属する電動工具及び自動車

部品の樹脂成形、電動工具の組付、樹脂金型の設計製作、並びに自社製品である建築資材の製造販売を行って

おり、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

前連結会計年度（自平成16年９月１日　至平成17年８月31日）

　当社グループはプラスチック製品関係の専門メーカーとして、同一セグメントに属する電動工具及び自動車

部品の樹脂成形、電動工具の組付、樹脂金型の設計製作、並びに自社製品である建築資材及び園芸用品の製造

販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成16年９月１日　至平成17年２月28日）

日　本
（千円）

中　国
（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 1,753,623 116,238 1,869,862 － 1,869,862

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 122,606 122,606 △122,606 －

計 1,753,623 238,844 1,992,468 △122,606 1,869,862

営業費用 1,709,210 227,831 1,937,041 △124,963 1,812,078

営業利益 44,413 11,013 55,427 2,356 57,783

(注)１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

　　２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

当中間連結会計期間（自平成17年９月１日　至平成18年２月28日）

日　本
（千円）

中　国
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連　結
（千円）

Ⅰ 売上高

(1)外部顧客に対する売上高 2,190,960 469,303 2,660,264 － 2,660,264

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 296,263 296,263 △296,263 －

計 2,190,960 765,566 2,956,527 △296,263 2,660,264

営業費用 2,130,102 652,058 2,782,160 △304,727 2,477,432

営業利益 60,858 113,508 174,366 8,464 182,831

(注)１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

　　２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。
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前連結会計年度（自平成16年９月１日　至平成17年８月31日）

日　本
（千円）

中　国
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連　結
（千円）

Ⅰ 売上高

(1)外部顧客に対する売上高 3,635,682 385,231 4,020,913 － 4,020,913

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 314,533 314,533 △314,533 －

計 3,635,682 699,765 4,335,447 △314,533 4,020,913

営業費用 3,544,993 618,776 4,163,770 △310,302 3,853,467

営業利益 90,688 80,988 171,677 △4,230 167,446

Ⅱ 資産 3,647,160 920,870 4,568,030 △746,270 3,821,760

(注)１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

　　２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

　　３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能資産はありません。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成16年９月１日　至平成17年２月28日）

　海外売上高は、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。

当中間連結会計期間（自平成17年９月１日　至平成18年２月28日）

中　国
（千円）

計
（千円）

Ⅰ 海外売上高（千円） 469,303 469,303

Ⅱ 連結売上高（千円） － 2,660,264

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

高の割合（％）
17.6 17.6

(注)１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

　　２．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

前連結会計年度（自平成16年９月１日　至平成17年８月31日）

　海外売上高は、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。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

１株当たり純資産額   800円00銭

１株当たり中間純利益

金額
 9円11銭

１株当たり純資産額 864円07銭

１株当たり中間純利益

金額
38円40銭

１株当たり純資産額 825円98銭

１株当たり当期純利益

金額
33円54銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
9円09銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
38円09銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
33円32銭

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。

項目
前中間連結会計期間

(自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日)

当中間連結会計期間
(自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日)

前連結会計年度
(自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（千円） 33,327 145,628 131,400

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 8,510

（うち利益処分による役員賞与金） － － (8,510)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
33,327 145,628 122,890

期中平均株式数（千株） 3,656 3,792 3,663

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（千株） 9 30 24

（うち新株予約権） (9) (30) (24)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

平成12年11月29日定時

株主総会決議による新株

引受権方式のストックオ

プション（株式の数

111,000株）。

平成17年11月25日定時

株主総会決議による新株

予約権方式のストックオ

プション（株式の数

128,000株）。

平成12年11月29日定時

株主総会決議による新株

引受権方式のストックオ

プション（株式の数

24,000株）。

－ 22 －



（重要な後発事象）

前中間連結会計期間（自平成16年９月１日　至平成17年２月28日）

　該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自平成17年９月１日　至平成18年２月28日）

　当社は、平成18年４月12日開催の当社取締役会において、第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権

付社債の発行を決議しました。その概要は次のとおりであります。

（１）社債総額　　　　      金500百万円

（２）各社債の金額　　　　  金2,500万円の1種

（３）利率　　　　          本社債には利息を付さない。

（４）発行価額　　　　      額面100円につき金100円。

（５）払込期日及び発行日　  平成18年４月28日

（６）償還期限　　　　      平成20年４月28日

（７）資金の使途　　　　    運転資金に充当する予定

（８）募集の方法　　　　    第三者割当の方法により、三菱UFJ証券株式会社に全てを割り当てる。

（９）担　　　保　　　　　  本新株予約権付社債には物上担保および保証は付されておらず、

また特に留保されている資産はない。

（10）本新株予約権の内容

① 本新株予約権の目的となる株式の種類　　 当社普通株式

② 本新株予約権の行使請求期間　　　　　 　平成18年５月１日から平成20年４月25日まで

③ 本新株予約権の個数　　　　　　 　　　　20個

④ 本新株予約権1個の行使に際して払込みをなすべき額は、本社債の発行価額と同額とする。

⑤ 本新株予約権の行使により発行または移転する当社普通株式１株に払込むべき金額（以下「転換価額」とい

う。）は、当初平成18年４月12日の株式会社ジャスダック証券取引所の終値（当初転換価額）とする。

⑥ 転換価額の修正

　本新株予約権付社債の発行後、毎月第３金曜日（以下「決定日」という。）の翌取引日以降、転換価額は、

決定日まで（当日を含む。）の３連続取引日（ただし、終値（気配表示を含む。）のない日は除き、決定日が

取引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの３連続取引日とする。以下「時価算定期間」という。）

の株式会社ジャスダック証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平

均値の90％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。以下「修正後転

換価額」という。）に修正される。なお、時価算定期間内に、後述⑦で定める転換価額の調整事由が生じた場

合には、修正後転換価額は、当社が適正と判断する値に調整される。ただし、かかる算出の結果、修正後転換

価額が当初転換価額の50%（以下「下限転換価額」という。ただし、本項⑦による調整を受ける。）を下回る

場合には、修正後転換価額は下限転換価額とし、修正後転換価額が当初転換価額の150%（以下「上限転換価

額」という。ただし、⑦による調整を受ける。）を上回る場合には、修正後転換価額は上限転換価額とする。

⑦ 転換価額の調整

　当社は、本新株予約権付社債の発行後、時価を下回る発行価額または処分価額をもって当社普通株式を発行

または当社が有する当社普通株式を処分する場合（ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換でき

る証券または当社普通株式の発行もしくは移転を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを

含む。）の転換または行使による場合を除く。）には次の算式により転換価額を調整する。

既発行

株式数
＋

新発行・

処分株式数
×

１株あたりの

発行・処分価額

調整後

転換価額
＝

調整前

転換価額
×

時価

既発行株式数＋新発行・処分株式数

　また、転換価額は、当社普通株式の分割もしくは併合または時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換

される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付

社債の発行が行われる場合等にも適宜調整される。

前連結会計年度（自平成16年９月１日　至平成17年８月31日）

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況

(1）連結品目別売上高明細表

 （単位：千円未満切捨）

品目

前中間連結会計期間
（自平成16年９月１日
至平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自平成17年９月１日
至平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自平成16年９月１日
至平成17年８月31日）

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

製品

％ ％ ％

電動工具成形品 624,432 33.4 1,121,521 42.2 1,555,693 38.7

電動工具組付品 174,865 9.4 237,554 8.9 359,746 8.9

自動車部品成形品 775,826 41.5 1,005,413 37.8 1,518,771 37.8

樹脂金型 137,626 7.4 162,318 6.1 289,401 7.2

自社製品 62,651 3.3 57,352 2.1 120,726 3.0

その他成形品 94,340 5.0 76,103 2.9 176,152 4.4

商品 119 0.0 － － 421 0.0

合計 1,869,862 100.0 2,660,264 100.0 4,020,913 100.0

(2）連結品目別受注高明細表

 （単位：千円未満切捨）

区分

前中間連結会計期間
（自平成16年９月１日
至平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自平成17年９月１日
至平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自平成16年９月１日
至平成17年８月31日）

受注高 構成比 受注高 構成比 受注高 構成比

％ ％ ％

樹脂金型 166,867 100.0 112,150 100 389,151 100.0

合計 166,867 100.0 112,150 100 389,151 100.0

　（注）　当社グループの受注生産品は樹脂金型のみであり、他は見込生産品であります。
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