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１．平成19年８月中間期の連結業績（平成18年９月１日～平成19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 ％

１９年２月中間期 3,215 （  20.9) 282 (  54.7) 291 (  54.7)

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

１８年８月期 5,590 (  39.0) 403 ( 140.8) 393 ( 122.2) 

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

１９年２月中間期 228  (  57.2) 59 21 59 11

１８年２月中間期 145 ( 337.0) 38 40 38 09

１８年８月期 307 ( 134.1) 80 39 79 51

（注）①持分法投資損益 19年２月中間期 　―百万円 18年２月中間期 ─百万円 18年８月期 　―百万円

②期中平均株式数（連結） 19年２月中間期  3,865,567株 18年２月中間期 3,792,400株 18年８月期 3,825,667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 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

１９年２月中間期 4,837 3,729 77.1 961 62

１８年２月中間期 4,327 3,318 76.7 864 07

１８年８月期 4,967 3,455 69.6 895 44

（注）期末発行済株式数（連結） 19年２月中間期   3,878,800株 18年２月中間期 3,840,900株 18年８月期 3,859,000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

１９年２月中間期 491 93 △524 591

１８年２月中間期 258 △348 0 405

１８年８月期 429 △885 478 524

(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

通　期 6,500 580 440

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 113円44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４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。

  当期中間配当金につきましては、業績向上により、前中間期より１円増配し、５円の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、目標に向かって事業活動を行っておりま

す。当中間連結会計期間は順調に推移してまいりましたので、当初63億円の当連結会計年度の売上目標を65億円に修

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、企業業績は穏やかな拡大基調と推測されますが、原油価格の動向による経済への影響、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）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。

 （8）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

　当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、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、雇用の安定に力

を入れ、また、受注活動の強化により生産拡大をはかりました。

　この結果、売上高全体では32億15百万円（前年同期比20.9％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電動工具の国内、海外の販売増加により14億88百万円（同

32.7％増）となり、電動工具組付品では集塵機新規モデル受注により３億52百万円（同48.3％増）となりました。ま

た、自動車部品成形品につきましては、自動車部品新規受注増加により10億50百万円（同4.5％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受注増加により１億80百万円（同11.5％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の若干の増加により59百万円（同4.3％増）となり、その他成形品ではポンプ部

品の受注増加等により83百万円（同7.8％増）となりました。

　利益面につきましては、国内及び海外共売上が増加したことにより、経常利益は２億91百万円（同54.7％増）とな

り、中間純利益は２億28百万円（同57.2％増）となりました。

(2）財政状態

  ①資産、負債及び純資産の状況

 　 　資産合計は、前連結会計年度末に比べ、１億30百万円減少して48億37百万円となりました。これは主に、新株予

約権付社債の償還に伴い、現金及び預金が１億62百万円減少したことによるものであります。

 　 　負債合計は、前連結会計年度末に比べ、４億５百万円減少して11億７百万円となりました。これは主に、新株予

約権付社債の償還により５億円減少したことによるものであります。

 　 　純資産合計は、前連結会計年度末に比べ、２億74百万円増加して37億29百万円となりました。これは主に、中間

純利益が、２億28百万円計上されたことによるものであります。

  ②キャッシュフロー

　　当中間連結会計期間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66百万

円増加し、５億91百万円となりました。

　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４億91百万円（同90.1％増）となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益

が２億92百万円（同57.7％増）計上されたこと、及び売上債権の減少が１億29百万円（前年同期は２億46百万円の増

加）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）

　投資活動の結果得られた資金は93百万円（前年同期は３億48百万円の支出）となりました。これは主に、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１億32百万円（同61.7％減）ありましたが、定期預金の払戻によ

る収入が２億96百万円（同208.3％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）

　財務活動の結果使用した資金は５億24百万円（前年同期は0百万円の収入）となりました。これは主に、新株予約権

付社債の償還による支出が５億円及び利益処分による配当金の支払額30百万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、企業業績の拡大や個人消費の伸びに支えられ、安定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、当社グループといたしましても、営業活動の強化による受注の増加をはかり、また、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、販売が好調なことから、売上高65億円（当初予想63億円）、経常利益５億80百

万円（当初予想５億40百万円）、当期純利益４億40百万円（当初予想４億円）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18年２月28日）

当中間連結会計期間末
（平成19年２月28日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18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 490,907 671,850 833,855

２．受取手形及び売掛金  843,476 795,103 888,544

３．たな卸資産 383,503 426,870 407,740

４．繰延税金資産 14,599 17,430 21,975

５．その他 21,571 57,008 41,218

　貸倒引当金 △730 △780 △780

流動資産合計 1,753,328 40.5 1,967,483 40.7 2,192,554 44.1

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

（１）建物及び構築物 659,358 1,017,703 1,027,729

（２）機械装置及び運搬具 620,933 732,460 649,615

（３）土地 838,481 839,668 837,466

（４）その他 252,501 91,481 76,686

有形固定資産合計 2,371,275 54.8 2,681,313 55.4 2,591,497 52.2

２．無形固定資産 7,600 0.2 6,868 0.1 7,778 0.2

３．投資その他の資産

（１）その他 198,247 184,520 179,074

（２）貸倒引当金 △3,326 △3,170 △3,170

投資その他の資産合計 194,920 4.5 181,350 3.8 175,904 3.5

固定資産合計 2,573,796 59.5 2,869,532 59.3 2,775,180 55.9

資産合計 4,327,124 100.0 4,837,015 100.0 4,967,734 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年２月28日）

当中間連結会計期間末
（平成19年２月28日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18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 732,853 760,151 679,634

２．未払法人税等 46,590 60,720 99,758

３．賞与引当金 23,445 32,096 26,991

４．役員賞与引当金 3,000 4,900 9,990

５．その他 120,708 160,077 108,803

流動負債合計 926,597 21.4 1,017,945 21.1 925,178 18.6

Ⅱ　固定負債

  １．新株予約権付社債 － － 500,000

２．退職給付引当金 81,703 89,160 87,033

固定負債合計 81,703 1.9 89,160 1.8 587,033 11.8

負債合計 1,008,300 23.3 1,107,105 22.9 1,512,212 30.4

（資本の部）

Ⅰ　資本金 666,222 15.4 － － － －

Ⅱ　資本剰余金 724,874 16.8 － － － －

Ⅲ　利益剰余金 1,883,102 43.5 － － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 42,678 1.0 － － － －

Ⅴ　為替換算調整勘定 9,264 0.2 － － － －

Ⅵ　自己株式 △7,317 △0.2 － － － －

資本合計 3,318,824 76.7 － － － －

負債及び資本合計 4,327,124 100.0 － － － －

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  671,787 13.9  668,607 13.4

２．資本剰余金   － －  730,198 15.1  727,038 14.6

３．利益剰余金   － －  2,227,678 46.0  2,029,664 40.9

４．自己株式   － －  △6,944 △0.1  △6,773 △0.1

株主資本合計   － －  3,622,720 74.9  3,418,537 68.8

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価差額金   － －  49,988 1.0  35,813 0.8

２．為替換算調整勘定   － －  57,201 1.2  1,170 0.0

評価・換算差額等合計   － －  107,190 2.2  36,984 0.8

純資産合計   － －  3,729,910 77.1  3,455,522 69.6

負債純資産合計   － －  4,837,015 100.0  4,967,734 100.0

－ 7 －



(2）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19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17年９月１日
至　平成18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 2,660,264 100.0 3,215,007 100.0 5,590,632 100.0

Ⅱ　売上原価 2,231,168 83.9 2,687,086 83.6 4,692,805 83.9

売上総利益 429,095 16.1 527,920 16.4 897,827 16.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．荷造運搬費 53,900 53,023 106,914

２．役員報酬 34,686 31,872 65,499

３．給与・賞与 51,411 56,684 113,319

４．賞与引当金繰入額 5,751 6,770 7,077

５．役員賞与引当金繰入額 3,000 4,840 9,990

６．退職給付費用 1,413 1,169 3,294

７．厚生費 － 26,279 49,587

８．貸倒引当金繰入額 160 － 210

９．その他 95,941 246,264 9.2 64,457 245,097 7.6 138,789 494,681 8.9

営業利益 182,831 6.9 282,823 8.8 403,145 7.2

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 409 1,173 989

２．受取配当金 550 492 1,737

３．為替差益 3,147 5,605 －

４．その他 2,172 6,279 0.2 1,908 9,180 0.3 7,419 10,146 0.2

Ⅴ　営業外費用

  １. 支払利息 － 9 17

  ２. 社債発行費 － － 11,839

３．為替差損 － － 7,647

４．その他 407 407 0.0 － 9 0.0 411 19,916 0.4

経常利益 188,703 7.1 291,993 9.1 393,374 7.0

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※１ － 210 146

２．投資有価証券売却益  － － 12,880

３．貸倒引当金戻入益 291 291 0.0 － 210 0.0 448 13,474 0.3

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※２ 3,103 － 3,070

２．固定資産除却損 ※３ 357 82 1,744

３．役員退職慰労金 319 3,780 0.1 － 82 0.0 319 5,134 0.1

税金等調整前中間（当期）純
利益 185,214 7.0 292,121 9.1 401,714 7.2

法人税、住民税及び事業税 44,981 59,213 110,177

法人税等調整額 △5,395 39,585 1.5 4,022 63,235 2.0 △16,017 94,159 1.7

中間（当期）純利益 145,628 5.5 228,886 7.1 307,554 5.5

－ 8 －



(3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

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 723,342

Ⅱ　資本剰余金増加高  

１．自己株式処分差益 1,531 1,531

Ⅲ　資本剰余金中間期末残
高

724,874

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 1,779,667

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．中間純利益 145,628 145,628

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 33,683

２．役員賞与 8,510 42,193

Ⅳ　利益剰余金中間期末残
高

1,883,102

－ 9 －



中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年２月28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18年８月31日　残高（千円） 668,607 727,038 2,029,664 △6,773 3,418,537

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 3,180 3,160 － － 6,340

剰余金の配当 － － △30,872 － △30,872

中間純利益 － － 228,886  228,886

自己株式の取得 － － － △171 △171

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

3,180 3,160 198,014 △171 204,182

平成19年２月28日　残高（千円） 671,787 730,198 2,227,678 △6,944 3,622,720

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18年８月31日　残高（千円） 35,813 1,170 36,984 3,455,522

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 － － － 6,340

剰余金の配当 － － － △30,872

中間純利益 － － － 228,886

自己株式の取得 － － － △171

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

14,174 56,031 70,205 70,205

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

14,174 56,031 70,205 274,388

平成19年２月28日　残高（千円） 49,988 57,201 107,190 3,729,910

－ 10 －



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（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連結会計
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

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連結会計
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

－ 11 －



(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17年９月１日

至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日

至　平成19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17年９月１日

至　平成18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 185,214 292,121 401,714

２.減価償却費 83,263 101,262 186,709

３.賞与引当金の増減額（減少：△） 2,805 4,929 6,369

４.役員賞与引当金の増減額（減少：△） 3,000 △5,090 9,990

５.退職給付引当金の増減額（減少：△） 5,909 2,126 11,239

６.貸倒引当金の増減額（減少：△） 124 － 174

７.受取利息及び受取配当金 △959 △1,666 △2,727

８.投資有価証券売却益 － － △12,880

９.為替差損益 △956 △206 △1,183

10.支払利息 － 9 17

11.社債発行費 － － 11,839

12.有形固定資産売却益 － △210 △146

13.有形固定資産売却損 3,103 － 3,070

14.有形固定資産除却損 357 82 1,744

15.売上債権の増減額（増加：△） △246,391 129,216 △266,447

16.たな卸資産の増減額（増加：△） △79,194 △8,302 △104,400

17.その他流動資産の増減額（増加：△） 18,775 △2,155 △378

18.仕入債務の増減額（減少：△） 250,600 65,960 198,813

19.未払費用の増減額（減少：△） 26,358 △11,550 8,810

20.未払消費税等の増減額（減少：△） 2,681 16,636 △5,920

21.その他流動負債の増減額（減少：△） 12,241 4,702 2,052

22.役員賞与の支払額 △8,510 － △8,510

23.その他の増減額（増加：△） － － 200

小計 258,423 587,866 440,153

24.利息及び配当金の受取額 962 1,750 2,646

25.利息の支払額 － △9 △17

26.法人税等の支払額 △923 △98,251 △12,950

営業活動によるキャッシュ・フロー 258,463 491,355 429,831

－ 12 －



前中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日

至　平成19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17年９月１日

至　平成18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 △67,000 △344,000

２.定期預金の払戻による収入 96,000 296,000 144,000

３.投資有価証券の取得による支出 △3,139 △3,174 △6,457

４.投資有価証券の売却による収入 － － 18,322

５.その他投資等の取得による支出 △24,822 △636 △28,890

６.その他投資等の売却による収入 35 － 15,837

７.有形固定資産の取得による支出 △345,199 △132,109 △685,304

８.有形固定資産の売却による収入 253 408 563

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 △348,890 93,488 △885,948

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

２.社債の償還による支出 － △500,000 －

３.自己株式の取得による支出 △1,246 △171 △2,176

４.ストックオプションの権利行使による

収入
35,207 6,340 41,230

５.配当金の支払額 △33,247 △30,919 △48,465

財務活動によるキャッシュ・フロー 713 △524,750 478,749

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 14,762 6,902 21,364

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △74,951 66,994 43,996

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 480,859 524,855 480,859

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)

残高
※１ 405,907 591,850 524,855

－ 13 －



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17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（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 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

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）

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

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

――――

 

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

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

－ 14 －



前中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（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

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。 

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。

役員賞与引当金

　　　　　　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」（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、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。

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

差額は純資産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17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18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
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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の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（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。

―――― （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）

  当中間連結会計期間より、「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3,729,910千円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。

（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）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

 ―――― 「厚生費」は、前中間連結会計期間ま

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、当中

間連結会計期間において、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、前中間連結会計期間における

「厚生費」の金額は、22,924千円であ

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18年２月28日）

当中間連結会計期間末
（平成19年２月28日）

前連結会計年度末
（平成18年８月31日）

※１．減価償却累計額 2,873,891千円 ※１．減価償却累計額 3,072,668千円 ※１．減価償却累計額    2,969,117千円

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

※１．　　 　　───── ※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      210千円

合計      210千円

※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      146千円

合計      146千円

※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．         ――――― ※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 3,020千円

車両運搬具   50千円

合計    3,070千円

※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。

機械装置 247千円

工具器具備品 110千円

合計 357千円

車両運搬具    72千円

工具器具備品    10千円

合計    82千円

建物 1,333千円

機械装置 247千円

車両運搬具 53千円

工具器具備品 110千円

合計    1,744千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自平成18年９月１日　至平成19年２月28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）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式（注）１ 3,876 20 － 3,896

合計 3,876 20 － 3,896

自己株式

普通株式（注）２ 17 0 － 17

合計 17 0 － 17

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加20千株は、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。

（注）２．普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（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18年11月28日

定時株主総会
普通株式 30,872 8.00 平成18年８月31日 平成18年11月29日

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年４月12日

取締役会
普通株式 19,394  利益剰余金 5.00 平成19年２月28日 平成19年５月15日
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前連結会計年度（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（注）３ 118 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。 

 ３．普通株式の自己株式の株式総数の減少103千株は、新株予約権の権利行使及び買増請求に充当を行ったことによ

る減少であります。

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（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５月15日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月28日

定時株主総会
普通株式 30,872 利益剰余金 8.00 平成18年８月31日 平成18年11月29日
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（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17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（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19年２月28日現在）

現金及び預金勘定  671,850千円

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金等
△80,000千円

   591,850千円

 （平成18年８月31日現在）

現金及び預金勘定 833,855千円

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金等
 △309,000千円

   524,855千円
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（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 同左

②　有価証券

前中間連結会計期間（平成18年２月28日現在）

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

当中間連結会計期間（平成19年２月28日現在）

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 34,391 117,428 83,036

合計 34,391 117,428 83,036

前連結会計年度（平成18年８月31日現在）

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 31,224 90,716 59,491

合計 31,224 90,716 59,491

③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間（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。

当中間連結会計期間（自平成18年９月１日　至平成19年２月28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。

前連結会計年度（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利用していないため、該当事項はありません。
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④　ストック・オプション等

当中間連結会計期間（自平成18年９月１日　至平成19年２月28日）

 　　　 １．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

 　　　　該当事項はありません

 

 　　　 ２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 　　　　　 該当事項はありません。

 

３．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 － 128,000

付与 － －

失効 － －

権利確定 － －

未確定残 － 128,000

権利確定後　　　　　　（株）   

前連結会計年度末 25,000 －

権利確定 － －

権利行使 20,000 －

失効 － －

未行使残 5,000 －

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） 317 878

行使時平均株価　　　　　（円） 900 －

公正な評価単価（付与日）（円） － －
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前連結会計年度（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） 317 878

行使時平均株価　　　　　（円） 901 －

公正な評価単価（付与日）（円） － －
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⑤　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。

当中間連結会計期間（自平成18年９月１日　至平成19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。

　　３．「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「会計方針の変更」に記載のとおり、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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、「日

本」の営業費用は3,000千円増加し、営業利益が同額減少しております。

当中間連結会計期間（自平成18年９月１日　至平成19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 2,507,010 707,997 3,215,007 － 3,215,007

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 411,126 411,126 △411,126 －

計 2,507,010 1,119,124 3,626,134 △411,126 3,215,007

営業費用 2,383,263 976,505 3,359,769 △427,585 2,932,184

営業利益 123,746 142,618 266,364 16,458 282,823

(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 4,654,865 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

(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．「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。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（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

上高の割合（％）
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。

当中間連結会計期間（自平成18年９月１日　至平成19年２月28日）

中　国
（千円）

計
（千円）

Ⅰ 海外売上高（千円） 707,997 707,997

Ⅱ 連結売上高（千円） － 3,215,007

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％）
22.0 22.0

(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。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（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 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 961円62銭

１株当たり中間純利益

金額
59円21銭

１株当たり純資産額  895円44銭

１株当たり当期純利益

金額
80円39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

たり中間純利益金額
59円11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17年９月１日
至　平成18年２月28日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日)

前連結会計年度
(自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（千円） 145,628 228,886 307,554

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
145,628 228,886 307,554

期中平均株式数（千株） 3,792 3,865 3,825

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） 30 6 42

（うち新株予約権） (30) (6) (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）。

 ――――  ――――
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間（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の決議に基づき、第三者割当による第１回無担保転換社債型新株

予約権付社債を発行いたしました。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1,130円（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。

当中間連結会計期間（自平成18年９月１日　至平成19年２月28日）

　該当事項はありません。

 

前連結会計年度（自平成17年９月１日　至平成18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17年９月１日
至平成18年２月28日）

当中間連結会計期間
（自平成18年９月１日
至平成19年２月28日）

前連結会計年度
（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 金額 構成比

％ ％ ％

電動工具成形品 1,121,521 42.2 1,488,040 46.3 2,425,720 43.4

電動工具組付品 237,554 8.9 352,269 11.0 532,734 9.5

自動車部品成形品 1,005,413 37.8 1,050,289 32.7 2,028,271 36.3

樹脂金型 162,318 6.1 180,988 5.6 332,512 5.9

自社製品 57,352 2.1 59,837 1.8 115,400 2.1

その他成形品 76,103 2.9 83,582 2.6 155,994 2.8

 合計 2,660,264 100.0 3,215,007 100.0 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）

当中間連結会計期間
（自平成18年９月１日
至平成19年２月28日）

前連結会計年度
（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 受注高 構成比

％ ％ ％

樹脂金型 112,150 100 326,811 100 275,619 100.0

合計 112,150 100 326,811 100 275,619 100.0

　（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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