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１．平成１８年８月期の連結業績（平成17年９月1日～平成18年８月31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８月期 5,590  (  39.0) 403 ( 140.8) 393 ( 122.2)

１７年８月期 4,020 (  13.0) 167 ( 174.9) 177 ( 203.4)

当期純利益
1株当たり
当期純利益

潜在株式調整後

1株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

１８年８月期 307  (134.1) 80 39 79 51 9.4 9.0 7.0

１７年８月期 131 (462.3) 33 54 33 32 4.3 4.9 4.4

（注）①持分法投資損益 １８年８月期    ―　百万円 １７年８月期   ― 百万円

　　　②期中平均株式数（連結） １８年８月期  3,825,667 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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前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 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

１８年８月期 4,967 3,455 69.6 895 44

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８月期  3,859,000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８月期 429 △885 478 524

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１９年８月期の連結業績予想（平成18年９月1日～平成19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

中間期 3,000 240 180

通　期 6,200 480 360

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）93 円 29 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２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はかることを基本方針として

おります。

　当期は、上記の方針に基づき1株当たり年間９円（中間４円、期末５円）の普通配当を予定しております。また、

創立40周年を記念いたしまして特別配当を１株当たり３円を予定しております。内部留保資金につきましては、

機械等の設備投資資金に充当する方針であります。

(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、株式投資単位引き下げが、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ために有用な施策

の一つであると認識しております。当社としましては、投資金額や市況の要請を勘案して、１単元の株式数を平

成17年８月１日より1,000株から500株に変更しております。今後の投資単位の引下げにつきましては、株価の動

向、株式の流通性等を考慮し積極的に検討する方針であります。

 

(4）目標とする経営指標

　当社は、売上高経常利益率の向上を経営指標として定め、その目標を次期は５％としております。早期達成を

目指してまいります。

 

(5）中長期的な経営戦略

　当社グループの主な販売先であります電動工具業界、自動車業界におきましては、海外生産・及び海外販売の

比重が高くなっており、原価競争が一段と厳しさを増しております。国内及び海外子会社の双方の生産性を高め、

協力しながらこの競争に対処していく所存であります。

 

(6）企業集団の対処すべき課題

　当社グループの主な販売先においては、新技術及び新製品の開発競争が激しくなっております。当社グループ

は、これら得意先の要求に応えられるよう高度な成形等技術の採用及び成形等技術の熟練化、金型製作の早期化

等をはかり、常に一定の品質を保持し、お客様にに満足していただける製品の供給を目指してまいります。

 

(7）親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

 

(8）内部管理体制の整備・運用状況

　本項目につきましては、株式会社ジャスダック証券取引所が平成18年６月１日に開示いたしました「コーポレー

ト・ガバナンスに関する報告書」に記載しておりますので、ご参照ください。

 

(9）その他、会社の経営上の重要な事項

　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

　当連結会計年度におけるわが国の経済は、企業業績の改善に伴い設備投資の増加や雇用環境の改善により個人

消費も拡大傾向にあり、景気は回復基調のまま推移しました。

　当社グループの主な販売先であります電動工具業界、自動車業界におきましても、原油価格の高騰の不安材料

はありましたが、依然として堅調な米国経済に支えられ、また、アジアでは引続き中国を中心に高い経済成長を

背景に販売が順調に推移し、当社グループの事業を取り巻く環境につきましても景気は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、中国子会社において受注活動が順調に進み、設備を増強して増産体

制を整えました。一方国内においても、新規得意先の受注に対応すべく平成18年５月に新工場を建設し稼動させ

ました。

　この結果、当社グループの売上高全体では、前連結会計年度比39.0％増の55億90百万円となりました。

　品目別売上高におきましては、電動工具成形品は、新製品及び大型成形品の新規受注に伴い前連結会計年度比

55.9％増の24億25百万円となり、電動工具組付品においては、新タイプの集塵機の受注により前連結会計年度比

48.1％増の5億32百万円となりました。また、自動車部品成形品につきましては、新規得意先の開拓による受注増

加により、前連結会計年度比33.5％増の20億28百万円となりました。樹脂金型につきましては、新規得意先の製

品を受注したことにより前連結会計年度比14.9％増の３億32百万円となりました。自社製品につきましては、建

築用資材のメーカー向けアンカープラグが前連結会計年度とほぼ横ばいに推移し1億15百万円となりました。その

他成形品では、情報機器関連の受注減少により前連結会計年度比11.4％減の１億55百万円となりました。

　利益面につきましては、売上高の増加により、経常利益は前連結会計年度比122.2%増の３億93百万円、当期純

利益は前連結会計年度比134.1％増の３億７百万円となりました。

(2）次期の見通し

　今後の見通しにつきましては、引続き景気は回復基調で推移すると思われますが、原油価格の高騰の懸念材料

により多少不透明な要素があります。

　このような情勢のなか、当社グループといたしましては、海外及び国内共に受注活動を積極的に行い、売上増

大をはかり、設備の更新による効率化をはかり、原価を低減して利益の増大をはかりたいと考えております。

　なお、通期の業績予想につきましては、売上高62億円、経常利益４億80百万円、当期純利益３億60百万円を見

込んでおります。

(3）財政状態

①資産、負債及び純資産の状況

　資産合計は、前連結会計年度に比べ、11億45百万円増加して49億67百万円となりました。これは主に、新工場

建設による有形固定資産の取得により４億97百万円増加したこと及び売上の増加により受取手形及び売掛金が２

億43百万円増加したことによるものであります。

　負債合計は、前連結会計年度に比べ、７億90百万円増加して15億12百万円となりました。これは主に、買掛金

が２億８百万円増加したこと及び新株予約権付社債の発行により５億円増加したことによるものであります。

　純資産合計は、前連結会計年度に比べ、３億55百万円増加して34億55百万円となりました。これは主に、当期

純利益が１億76百万円増加したことによるものであります。

②キャッシュ・フロー

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ43百万

円増加し、５億24百万円となりました。

（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、４億29百万円（前連結会計年度に比べ１億65百万円の増加）となりました。

これは主に、税金等調整前当期純利益が４億１百万円計上されたことによるものであります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動に使用した資金は、８億85百万円（前連結会計年度に比べ５億60百万円の増加）となりました。これ

は主に、工場の建設等有形固定資産の取得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、４億78百万円（前連結会計年度に比べ４億57百万円の増加）となりました。

これは主に、新株予約権付社債の発行によるものであります。

(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、当連結会計年度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。

 

４．時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績
 

平成18年４月28日に実施した第１回国内新株予約権付社債（調達金額５億円)の資金使途計画及び資金充当実績につきま

しては、運転資金として計画し、計画どおり進行中であります。 
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５．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年８月31日）
当連結会計年度

（平成18年８月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   589,859   833,855  243,996

２．受取手形及び売掛金   645,058   888,544  243,485

３．たな卸資産   296,639   407,740  111,101

４．繰延税金資産   11,937   21,975  10,037

５．その他   39,205   41,218  2,013

貸倒引当金   △570   △780  △210

流動資産合計   1,582,130 41.4  2,192,554 44.1 610,423

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産 ※１        

(1）建物及び構築物   652,254   1,027,729  375,474

(2）機械装置及び運搬具   532,631   649,615  116,984

(3）土地   834,842   837,466  2,624

(4）その他   74,100   76,686  2,585

有形固定資産合計   2,093,829 54.8  2,591,497 52.2 497,668

２．無形固定資産   8,080 0.2  7,778 0.2 △301

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   65,424   90,716  25,291

(2）繰延税金資産   16,712   13,035  △3,676

(3）その他   60,569   75,322  14,753

貸倒引当金   △4,986   △3,170  1,816

投資その他の資産合計   137,720 3.6  175,904 3.5 38,183

固定資産合計   2,239,630 58.6  2,775,180 55.9 535,550

資産合計   3,821,760 100.0  4,967,734 100.0 1,145,974
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前連結会計年度

（平成17年８月31日）
当連結会計年度

（平成18年８月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   470,916   679,634  208,718

２．未払法人税等   4,992   99,758  94,766

３．賞与引当金   20,499   26,991  6,492

４．役員賞与引当金   ―   9,990  9,990

５．その他   149,736   108,803  △40,933

流動負債合計   646,144 16.9  925,178 18.6 279,033

Ⅱ　固定負債         

  １．新株予約権付社債   ―   500,000  500,000

２．退職給付引当金   75,794   87,033  11.239

固定負債合計   75,794 2.0  587,033 11.8 511,239

負債合計   721,939 18.9  1,512,212 30.4 790,273

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※２  666,222 17.4  ―  △666,222

Ⅱ　資本剰余金   723,342 18.9  ―  △723,342

Ⅲ　利益剰余金   1,779,667 46.6  ―  △1,779,667

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   21,208 0.5  ―  △21,208

Ⅴ　為替換算調整勘定   △50,871 △1.3  ―  50,871

Ⅵ　自己株式 ※３  △39,746 △1.0  ―  39,746

資本合計   3,099,821 81.1  ―  △3,099,821

負債及び資本合計   3,821,760 100.0  ―  △3,821,760

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

  １．資本金   ―   668,607 13.4 668,607

　２．資本剰余金   ―   727,038 14.6 727,038

　３．利益剰余金   ―   2,029,664 40.9 2,029,664

  ４．自己株式   ―   △6,773 △0.1 △6,773

 　  株主資本合計   ―   3,418,537 68.8 3,418,537

Ⅱ  評価・換算差額等         

  １．その他有価証券
　　　評価差額金

  ―   35,813 0.8 35,813

  ２．為替換算調整勘定   ―   1,170 0.0 1,170

 　　評価・換算差額等合計   ―   36,984 0.8 36,984

 　　純資産合計   ―   3,455,522 69.6 3,455,522

 　　負債純資産合計   ―   4,967,734 100.0 4,967,734
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(2）連結損益計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   4,020,913 100.0  5,590,632 100.0 1,569,718

Ⅱ　売上原価   3,455,891 85.9  4,692,805 83.9 1,236,913

売上総利益   565,021 14.1  897,827 16.1 332,805

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１        

１．荷造運搬費  78,794   106,914    

２．役員報酬  64,731   65,499    

３．給与・賞与  105,591   113,319    

４．賞与引当金繰入額  4,697   7,077    

５．役員賞与引当金繰入額  －   9,990    

６．退職給付費用  3,561   3,294    

７．厚生費  41,325   49,587    

８．貸倒引当金繰入額  170   210    

９．その他  98,704 397,575 9.9 138,789 494,681 8.9 97,106

営業利益   167,446 4.2  403,145 7.2 235,698

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  439   989    

２．受取配当金  1,555   1,737    

３．為替差益  5,469   －    

４．その他  2,444 9,908 0.2 7,419 10,146 0.2 237

Ⅴ　営業外費用         

  １．支払利息  －   17    

  ２．社債発行費  －   11,839    

３．為替差損  －   7,647    

４．その他  294 294 0.0 411 19,916 0.4 19,622

経常利益   177,060 4.4  393,374 7.0 216,314

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※２ 2,690   146    

２．投資有価証券売却益  16,455   12,880    

３．貸倒引当金戻入額  12,000 31,146 0.8 448 13,474 0.3 △17,671

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産売却損 ※３ 4,301   3,070    

２．固定資産除却損 ※４ 2,911   1,744    

３．会員権等売却損  4,142   －    

４．会員権等評価損  4,400   －    

５．役員退職慰労金  － 15,756 0.4 319 5,134 0.1 △10,622

税金等調整前当期純利益   192,449 4.8  401,714 7.2 209,264

法人税、住民税及び事業税  12,302   110,177    

法人税等調整額  48,747 61,049 1.5 △16,017 94,159 1.7 33,110

当期純利益   131,400 3.3  307,554 5.5 176,154
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

 　連結剰余金計算書

  
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）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   712,159

Ⅱ　資本剰余金増加高    

１．自己株式処分差益  11,182 11,182

Ⅲ　資本剰余金期末残高   723,342

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,673,420

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１．当期純利益  131,400 131,400

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１．配当金  18,283  

２．役員賞与  6,870 25,153

Ⅳ　利益剰余金期末残高   1,779,667

    

 連結株主資本等変動計算書

 　当連結会計年度（自 平成17年９月１日　至 平成18年８月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年８月31日　残高　　

（千円）
666,222 723,342 1,779,667 △39,746 3,129,485

連結会計年度中の変動額

新株の発行 2,385 2,370 ― ― 4,755

剰余金の配当 ― ― △33,683 ― △33,683

剰余金の配当　　　　　（中

間配当額）
― ― △15,363 ― △15,363

利益処分による役員賞与 ― ― △8,510 ― △8,510

当期純利益 ― ― 307,554 ― 307,554

自己株式の取得 ― ― ― △2,176 △2,176

自己株式の処分 ― 1,326 ― 35,149 36,475

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）
― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
2,385 3,696 249,997 32,973 289,052

平成18年８月31日　残高　

（千円）
668,607 727,038 2,029,664 △6,773 3,418,537
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評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
 評価・換算差額等合

計

平成17年８月31日　残高

（千円）
21,208 △50,871 △29,663 3,099,821

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 ― ― ― 4,755

剰余金の配当 ― ― ― △33,683

剰余金の配当（中間配当額） ― ― ― △15,363

利益処分による役員賞与 ― ― ― △8,510

当期純利益 ― ― ― 307,554

自己株式の取得 ― ― ― △2,176

自己株式の処分 ― ― ― 36,475

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額

（純額）

14,605 52,042 66,648 66,648

　連結会計年度中の変動額合計

（千円）
14,605 52,042 66,648 355,700

平成18年８月31日　残高

（千円）
35,813 1,170 36,984 3,455,522
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

１．税金等調整前当期純利益  192,449 401,714 209.264

２．減価償却費  162,960 186,709 23,748

３．賞与引当金の増減額(減少：△)  8,580 6,369 △2,211

４．役員賞与引当金の増減額(減少:△）  ― 9,990 9,990

５．退職給付引当金の増減額(減少：△)  16,313 11,239 △5,074

６．貸倒引当金の増減額(減少：△)  △11,856 174 12,030

７．受取利息及び受取配当金  △1,994 △2,727 △732

８．投資有価証券売却益  △16,455 △12,880 3,575

９．為替差損益  △2,325 △1,183 1,141

10. 支払利息  ― 17 17

11. 社債発行費  ― 11,839 11,839

12．有形固定資産売却損  4,301 3,070 △1,231

13．有形固定資産除却損  2,911 1,744 △1,167

14．有形固定資産売却益  △2,690 △146 2,544

15．会員権等売却損  4,142 ― △4,142

16．会員権等評価損  4,400 ― △4,400

17．売上債権の増減額(増加：△)  △121,914 △266,447 △144,532

18．たな卸資産の増減額(増加：△)  △63,543 △104,400 △40,856

19．その他流動資産の増減額(増加：△)  △15,412 △378 15,034

20．仕入債務の増減額(減少：△)  178,715 198,813 20,097

21．未払費用の増減額(減少：△)  2,976 8,810 5,833

22．未払消費税等の増減額(減少：△)  △12,966 △5,920 7,046

23．その他流動負債の増減額(減少：△)  △12,805 2,052 14,858

24．役員賞与の支払額  △6,870 △8,510 △1,640

25．その他の増減額(増加：△)  △354 200 554

小計  308,562 440,153 131,590

１．利息及び配当金の受取額  2,021 2,646 624

２．利息の支払額  ― △17 △17

３．法人税等の支払額  △45,925 △12,950 32,974

営業活動によるキャッシュ・フロー  264,659 429,831 165,171
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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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（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  △144,000 △344,000 △200,000

２．定期預金の払戻による収入  144,000 144,000 ―

３．投資有価証券の取得による支出  △6,938 △6,457 481

４．投資有価証券の売却による収入  34,760 18,322 △16,438

５．その他投資等の取得による支出  △10,514 △15,133 △4,619

６．その他投資等の売却による収入  25,042 2,080 △22,962

７．有形固定資産の取得による支出  △374,652 △685,304 △310,651

８．有形固定資産の売却による収入  6,950 563 △6,387

９．無形固定資産の取得による支出  － △18 △18

投資活動によるキャッシュ・フロー  △325,352 △885,948 △560,595

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

  １．社債の発行による収入  ― 488,160 488,160

２．自己株式取得による支出  △520 △2,176 △1,656

３．ストックオプションの権利行使による
収入

 40,368 41,230 862

４．配当金の支払額  △18,338 △48,465 △30,127

財務活動によるキャッシュ・フロー  21,509 478,749 457,239

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  4,373 21,364 16,990

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  △34,809 43,996 78,805

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  515,668 480,859 △34,809

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 480,859 524,855 43,996
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 
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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18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

２．持分法の適用に関する事

項

該当ありません。 同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

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。

同左

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

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）

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（評価差額は全部純資産直入

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

 たな卸資産

商品

総平均法による原価法

たな卸資産

──────

 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

 原材料

総平均法による原価法

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。

有形固定資産

同左

 建物及び構築物　　　　　３～47年

機械装置及び運搬具　　　４～10年
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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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18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

 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。

賞与引当金

同左

  ―――――

 

 

 役員賞与引当金

 役員に対して支給する賞与の支出に充て

るため、支給見込額に基づき計上してお

ります。                        

(会計処理の方法の変更）

当連結会計年度より、「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準第４号　

平成17年11月29日）を適用しております。

これにより、営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益は9,990千円減少

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。

 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。

退職給付引当金

同左

(4）繰延資産の処理方法  ―――――  社債発行費

支出時に全額費用として処理しておりま

す。

(5）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、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。

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、為替換算差額は純資

産の部における評価・換算差額等の為替換

算調整勘定に含めております。
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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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

(6) 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

 

 

 

 

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜き方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価について

は、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分

について、連結会計年度中に確定した利益

処分に基づいて作成しております。

―――――

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、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
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　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）

当連結会計年度
（自　平成17年9月１日
至　平成18年8月31日）

 　　　　　　　　　―――――

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 　当連結会計年度より、「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。　

 　　　　　　　　　―――――

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

 　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月9

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平成17

年12月9日）を適用しております。

 　従来の資本の部の合計に相当する金額は3,455,522千円で

あります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

 表示方法の変更

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）

当連結会計年度
（自　平成17年9月１日
至　平成18年8月31日）

　「厚生費」は、前連結会計年度まで販売費及び一般管理

費の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結会

計年度において、販売費及び一般管理費の総額の100分の

10を超えたため区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度における「厚生費」の金額は27百

万円であります。

　　　　　　　　　　　―――――

　

追加情報

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）

当連結会計年度
（自　平成17年9月１日
至　平成18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

以後に開始する連結会計年度より外形標準課税制度が導入

されたことに伴い、当連結会計年度から「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

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年８月31日）

当連結会計年度
（平成18年８月31日）

※１　減価償却累計額　　　　　　　　　2,832,467千円 ※１　減価償却累計額　　　　　        2,969,117千円

※２　当社の発行済株式総数は、普通株式3,861,000株で

あります。

※２  　　　　　　　　―――――

※３　当社が保有する自己株式の数は、普通株式118,400

株であります。

※３　　　　　　　　　―――――

（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

※１　研究開発費の総額 ※１　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費     5,206千円 一般管理費に含まれる研究開発費 5,163千円

※２　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ※２　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

車両運搬具  146千円

合計         146千円

※３　固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 ※３　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

機械装置         3,020千円

車両運搬具  50千円

合計         3,070千円

※４　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※４　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    2,911千円

合計      2,911千円

建物      
 1,333千円

機械装置 　 247千円

車両運搬費 53千円

工具器具備品  110千円

合計       1,744千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

 当連結会計年度（自 平成17年９月１日　至 平成18年８月31日）

 １　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
株式数
（千株）

当連結会計年度
増加株式数
（千株）

当連結会計年度
減少株式数
（千株）

当連結会計年度末
株式数
（千株）

発行済株式

普通株式（注）１ 3,861 15 － 3,876

合計 3,861 15 － 3,876

自己株式

普通株式（注）２ 118 2 103 17

合計 118 2 103 17

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加15千株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。

 　　　２．普通株式の自己株式の株式総数の増加２千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

 

 ２　配当に関する事項　

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成17年11月25日

定時株主総会
普通株式 33,683 9.00 平成17年８月31日 平成17年11月26日

平成18年４月12日

取締役会
普通株式 15,363 4.00 平成18年２月28日 平成18年４月13日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

※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

※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8月31日現在） （平成18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
 △109,000千円

    480,859千円

現金及び預金勘定    833,855千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預

金
△309,000千円

    524,855千円
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①　リース取引

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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

リース契約一件当たりのリース料総額が3,000千円以上の

リース契約がないため、記載を省略しております。

同左

②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前連結会計年度（平成17年８月31日） 当連結会計年度（平成18年８月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 29,335 64,694 35,359 30,364 90,080 59,715

(2）債券       

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 29,335 64,694 35,359 30,364 90,080 59,715

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 860 730 △130 860 636 △224

(2）債券       

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 860 730 △130 860 636 △224

合計 30,195 65,424 35,229 31,224 90,716 59,491

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

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）

当連結会計年度
（自平成17年9月1日　至平成18年8月31日）

売却額（千円）
売却益の合計
（千円）

売却損の合計
（千円）

売却額（千円）
売却益の合計
（千円）

売却損の合計
（千円）

34,760 16,455 － 18,322 12,880 －

③　デリバティブ取引

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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

当社グループはデリバティブ取引を全く行っておりません

ので、該当事項はありません。

同左
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④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　提出会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度と適格退職年金制度を併用しております。

２．退職給付債務及びその内訳

 
前連結会計年度

（平成17年８月31日）
当連結会計年度

（平成18年８月31日）

(1）退職給付債務（千円） △190,515 △192,249

(2）年金資産（千円） 145,036 137,703

(3）未認識数理計算上の差異（千円） △30,315 △32,487

(4）退職給付引当金（千円）(1)＋(2)＋(3) △75,794 △87,033

３．退職給付費用の内訳

 
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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

(1）勤務費用（千円） 17,930 14,931

(2）利息費用（千円） 3,851 3,810

(3）期待運用収益（千円） △1,075 △1,087

(4）数理計算上の差異処理額（千円） △1,109 △3,216

(5）退職給付費用（千円）

(1)＋(2)＋(3)＋(4)
19,596 14,437

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
前連結会計年度

（平成17年８月31日）
当連結会計年度

（平成18年８月31日）

(1）割引率（％） 2.0 2.0

(2）期待運用収益率（％） 0.75 0.75

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(4）数理計算上の差異の処理年数 翌連結会計年度より10年 翌連結会計年度より10年
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⑤　ストック・オプション等関係

  当連結会計年度（自 平成17年９月１日　至 平成18年８月31日）

 １ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

 （１）ストック・オプションの内容

平成15年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社の取締役４名及従業員23名
当社の取締役４名及び常勤監査役１名、並

びに従業員29名

ストック・オプション数(注) 普通株式　　　120,000株 普通株式　　　128,000株

付与日 平成15年12月25日 平成17年12月21日

権利確定条件
行使日において、当社の取締役及び従

業員であること 

行使日において、当社の取締役及び常勤

監査役、並びに従業員であること 

対象勤務期間
自 平成15年12月25日 

至 平成17年11月30日

自 平成17年12月21日

至 平成19年12月２日

権利行使期間
自 平成17年12月１日 

至 平成21年11月30日

自 平成19年12月３日 

至 平成23年12月２日

 （注）株式数に換算して記載しております。

 

 （２）ストック・オプションの規模及びその変動状況

 　　当連結会計年度（平成18年８月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの

数については、株式数に換算して記載しております。

 ①ストック・オプションの数

平成15年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）   

前連結会計年度末 120,000 －

付与 － 128,000

失効 － －

権利確定 120,000 －

未確定残 － 128,000

権利確定後　　　　　　（株）   

前連結会計年度末 － －

権利確定 120,000 －

権利行使 95,000 －

失効 － －

未行使残 25,000 －

 ②単価情報

平成15年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　（円） 317 868

行使時平均株価　　　　（円） 901 －

公正な評価単価（付与日)(円） － －
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⑥　税効果会計

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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

①　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

①　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産  

貸倒引当金繰入限度超過額   1,888千円

賞与引当金繰入限度超過額   8,576千円

減価償却超過額   2,829千円

退職給付引当金損金算入限度超過額  27,927千円

たな卸資産評価損 2,238千円

その他  11,502千円

　小　計 54,962千円

評価性引当額 △12,291千円

繰延税金資産合計  42,670千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金  14,021千円

繰延税金負債合計  14,021千円

繰延税金資産の純額  28,649千円

繰延税金資産  

貸倒引当金繰入限度超過額    1,528千円

賞与引当金繰入限度超過額   11,089千円

減価償却超過額 1,787千円

退職給付引当金損金算入限度超過額   34,639千円

たな卸資産評価損 3,858千円

未払事業税 9,643千円

その他  3,007千円

　小　計 65,553千円

評価性引当額 △6,865千円

繰延税金資産合計 58,688千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 23,677千円

繰延税金負債合計  23,677千円

繰延税金資産の純額  35,010千円

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。

繰延税金資産  

流動資産  11,937千円

固定資産  16,712千円

繰延税金資産  

流動資産  21,975千円

固定資産  13,035千円

②　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

②　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 39.8％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.9％

受取配当等永久に益金に算入されない項目 △0.2％

住民税均等割 1.6％

評価性引当金 6.4％

親子会社間の税率格差 △15.2％

その他 △2.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 31.7％

法定実効税率 39.8％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.2％

受取配当等永久に益金に算入されない項目 △0.1％

住民税均等割 0.8％

評価性引当金 1.1％

親子会社間の税率格差 △21.0％

その他 0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 23.4％
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⑦　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

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。

当連結会計年度（自平成17年９月１日　至平成18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。

当連結会計年度（自平成17年９月１日　至平成18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 4,564,865 1,025,767 5,590,632 － 5,590,632

 (2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 632,784 632,784 △632,784 －

計 4,564,865 1,658,551 6,223,416 △632,784 5,590,632

営業費用 4,412,619 1,438,262 5,850,882 △663,394 5,187,487

営業利益 152,245 220,289 372,534 30,610 403,145

Ⅱ 資産 4,423,386 1,347,547 5,770,933 △803,199 4,967,734

(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。

４．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項４．(3)重要な引当金の計上基準の役員賞与引当

金（会計処理の方法の変更）」に記載のとおり、当連結会計年度より「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用しております。この変更により、従来の方法に

よった場合と比較して、営業費用が、「日本」9,930千円、「中国」60千円それぞれ増加し、営業利

益がそれぞれ同額減少しております。 
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ｃ．海外売上高

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）

　海外売上高が連結売上高の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。

当連結会計年度（自平成17年９月１日　至平成18年８月31日）

中　国
（千円）

計
（千円）

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,025,767 1,025,767

Ⅱ 連結売上高（千円） － 5,590,632

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％）
18.3 18.3

(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。

⑧　関連当事者との取引

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１株当たり純資産額    825円98銭

１株当たり当期純利益  33円54銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
 33円32銭

１株当たり純資産額 895円44銭

１株当たり当期純利益    80円39銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
   79円51銭

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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。

 
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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 131,400 307,554

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) －

普通株式に係る当期純利益（千円） 122,890 307,554

期中平均株式数（千株） 3,663 3,825

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（千株） 24 42

（うち新株予約権） (24) (42)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり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発行方式のス

トックオプション(株式の数24,000

株)。

──────

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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６．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）

科目

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）

当連結会計年度
（自平成17年9月１日
至平成18年8月31日）

金額 構成比 金額 構成比

％ ％

電動工具成形品 1,555,693 38.7 2,425,720 43.4

電動工具組付品 359,746 8.9 532,734 9.5

製品 自動車部品成形品 1,518,771 37.8 2,028,271 36.3

樹脂金型 289,401 7.2 332,512 5.9

自社製品 120,726 3.0 115,400 2.1

その他成形品 176,152 4.4 155,994 2.8

商品 421 0.0 － －

合計 4,020,913 100.0 5,590,632 100.0

(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）

当連結会計年度
（自平成17年9月１日
至平成18年8月31日）

受注高 構成比 受注高 構成比

％ ％

樹脂金型 389,151 100.0 275,619 100.0

合計 389,151 100.0 275,619 100.0

　（注）　当社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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