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１．平成20年８月期第１四半期の業績（平成19年９月１日　～　平成19年11月30日）

(1）経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年８月期第１四半期 438 － △33 － △29 － △16 －

19年８月期第１四半期 － － － － － － － －

19年８月期 2,530 － 291 － 306 － 163 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年８月期第１四半期 △2,001 98 － －

19年８月期第１四半期 － － － －

19年８月期 23,734 87 － －

（注）　平成19年８月期第1四半期については、四半期財務諸表を作成しておりませんので、記載を省略しております。ま

た、このため売上高、営業利益等におけるパーセント表示は記載しておりません。

(2）財政状態  

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

20年８月期第１四半期 3,120 1,006 32.3 119,828 46

19年８月期第１四半期 － － －  －

19年８月期 3,391 1,035 30.5 123,330 45

（注）　平成19年８月期第1四半期については、四半期財務諸表を作成しておりませんので、記載を省略しております。

(3）キャッシュ・フローの状況  

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

20年８月期第１四半期 3 △43 △119 544

19年８月期第１四半期 － － － －

19年８月期 338 △566 675 704

（注）　平成19年８月期第1四半期については、四半期財務諸表を作成しておりませんので、記載を省略しております。

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年８月期  －  －  － 1,500 00 1,500 00

20年８月期  －  －  －  －

20年８月期（予想）  －  －  － 2,500 00 2,500 00

３．平成20年８月期の業績予想（平成19年９月１日　～　平成20年８月31日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 1,100 △20.7 36 △83.9 36 △84.7 24 △82.7 2,868 93

通期 2,640 4.3 307 5.4 307 0.2 169 3.5 20,196 55

－ 1 －



４．その他

(1）四半期財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表作成基準

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　無

(3）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表については、福岡証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取

扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを

受けております。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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、当社が現在入手している情報及び合理的であると

断定する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想

の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあっての注意事項等については、３ページ「【定性的情報・財務諸表等】

３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

　当第1四半期におけるわが国経済は、原油など原材料価格の高騰、サブプライムローン問題に端を発した米国経済の減

速及び円高・株安等、企業の景況が一段と減速し、先行き不透明感の残る状況でありました。

　金属加工業界におきましては、銅・ステンレスをはじめとする主要材料価格が高水準にあること、建築基準法改正に

よる住宅等の着工数の激減など経営環境は予断を許さない状況で推移いたしました。

　このような状況のもと、当社は、自らを「金属加工のデパート」と位置づけ、お客様からの多様なご要望にお応えし

て顧客満足度の高い商品を提供していくため、加工領域の拡大、積極的な設備の拡充及び販売領域の拡大に注力してま

いりました。

　営業面におきましては、金属加工品に関する市場ニーズの掘り起こし、提案営業の推進等積極的に営業展開を行い、

新規の販売領域からの受注強化に努めてまいりました。しかしながら、各種パネル類、ドア及び特殊加工の受注は、順

調に販売推移いたしましたが、別注加工及び建材向け商材が大幅な減少となりました。

　生産設備におきましては、新たな加工分野である切削加工に対応するため「立型マシニングセンタ」（平成19年11月）

を新規導入いたしました。今後の加工領域の拡大と販売領域の拡大につなげていく所存であります。

　以上の結果、当第1四半期の売上高は438百万円、営業損失は33百万円、経常損失は29百万円、第1四半期純損失は16百

万円となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

（1）資産、負債及び純資産の状況

　当第1四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末と比較して271百万円減少し3,120百万円となりました。

この主な要因は、法人税等の支払い等による現金及び預金が減少したことと、売上高の減少に伴い売掛金が減少し

たことによるものであります。

　また負債合計は、前事業年度末と比較して241百万円減少し2,113百万円となりました。この主な要因は、法人税

等の支払い等による未払法人税等が減少したことと、借入金の返済により短期借入金及び長期借入金が減少したこ

とによるものであります。また、役員退職慰労金制度の廃止に伴い役員退職慰労引当金を長期未払金に振替えてお

ります。

　純資産は、前事業年度末と比較して29百万円減少し1,006百万円となりました。これは、配当金の支払及び第1四

半期純損失の計上によるものであります。

 

（2）キャッシュ・フローの状況

　当第1四半期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、売上債権の減少額165百万円、

定期預金の払戻による収入63百万円等の増加要因はあったものの、法人税等の支払額120百万円、定期預金の預入に

よる支出104百万円、短期借入金の純減少額90百万円等の減少要因があったため、前事業年度末と比較して159百万

円減少し、当第1四半期会計期間末には544百万円となりました。

　また、当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フロー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）

　当第1四半期会計期間において営業活動の結果得られた資金は3百万円となりました。これは主に、法人税等の支

払120百万円、税引前第1四半期純損失29百万円、たな卸資産の増加29百万円等はあったものの、売上債権の減少165

百万円、減価償却費49百万円等があったためであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第1四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は43百万円となりました。これは主に、定期預金の払

戻による収入63百万円はあったものの、定期預金の預入による支出104百万円があったためであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第1四半期会計期間において財務活動の結果使用した資金は119百万円となりました。これは主に、短期借入金

の純減少額90百万円と長期借入金の返済による支出21百万円があったためであります。

 

３．業績予想に関する定性的情報

 平成19年10月19日に開示いたしました平成20年8月期(通期）の業績予想に変更はありません。
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４．四半期財務諸表

(1)四半期貸借対照表

  
当第１四半期会計期間末
（平成19年11月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金  733,726   852,491   

２．受取手形  97,234   102,875   

３．売掛金  298,834   458,424   

４．たな卸資産  333,307   303,655   

５．繰延税金資産  23,011   10,429   

６．その他  9,218   12,348   

貸倒引当金  △630   △769   

流動資産合計   1,494,702 47.9  1,739,455 51.3

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産 ※１       

(1）建物 ※２ 478,991   481,871   

(2）機械装置  827,698   848,798   

(3）土地 ※２ 218,270   218,270   

(4）その他  43,405   45,398   

計  1,568,365   1,594,339   

２．無形固定資産  5,479   5,916   

３．投資その他の資産        

(1）繰延税金資産  46,855   46,855   

(2）その他  5,390   5,399   

貸倒引当金  △389   △512   

計  51,855   51,742   

固定資産合計   1,625,701 52.1  1,651,998 48.7

資産合計   3,120,404 100.0  3,391,453 100.0
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当第１四半期会計期間末
（平成19年11月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金  68,425   89,590   

２．短期借入金 ※２ 1,050,000   1,140,000   

３．一年以内返済予定長
期借入金

※２ 86,888   86,928   

４．未払法人税等  850   123,263   

５．賞与引当金  13,358   －   

６．その他 ※４ 147,728   147,559   

流動負債合計   1,367,250 43.8  1,587,341 46.8

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金 ※２ 401,190   422,882   

２．退職給付引当金  22,938   24,327   

３．役員退職慰労引当金  －   320,140   

４．長期未払金  322,466   786   

固定負債合計   746,594 23.9  768,135 22.7

負債合計   2,113,845 67.7  2,355,477 69.5

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   295,000 9.5  295,000 8.7

２．資本剰余金        

資本準備金  215,000   215,000   

資本剰余金合計   215,000 6.9  215,000 6.3

３．利益剰余金        

(1）利益準備金  4,937   4,937   

(2）その他利益剰余金        

特別償却準備金  130,844   130,844   

別途積立金  100,000   30,000   

繰越利益剰余金  260,776   360,193   

利益剰余金合計   496,559 15.9  525,975 15.5

株主資本合計   1,006,559 32.3  1,035,975 30.5

純資産合計   1,006,559 32.3  1,035,975 30.5

負債純資産合計   3,120,404 100.0  3,391,453 100.0

        

 (注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

日創プロニティ㈱(3440)　平成 20 年 8 月期第 1四半期財務・業績の概況(非連結)

－ 5 －



(2)四半期損益計算書

  
当第１四半期会計期間

（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年９月１日
至　平成19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
（％）

Ⅰ　売上高   438,359 100.0  2,530,770 100.0

Ⅱ　売上原価 ※５  365,806 83.4  1,824,259 72.1

売上総利益   72,552 16.6  706,510 27.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※５  106,324 24.3  414,715 16.4

営業利益又は営業損
失(△)

  △33,772 △7.7  291,795 11.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  10,255 2.3  49,942 2.0

Ⅴ　営業外費用 ※２  5,918 1.3  35,319 1.4

経常利益又は経常損
失(△)

  △29,435 △6.7  306,418 12.1

Ⅵ　特別利益 ※３  261 0.1  2,181 0.1

Ⅶ　特別損失 ※４  －   5,848 0.2

税引前第１四半期
(当期)純利益又は純
損失(△)

  △29,173 △6.6  302,752 12.0

法人税、住民税及び
事業税

※６ △12,357 △12,357 △2.8 138,768 138,768 5.5

第１四半期(当期)純
利益又は純損失(△)

  △16,816 △3.8  163,984 6.5

        

 (注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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(3)四半期株主資本等変動計算書

当第１四半期会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成19年11月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本

準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計特別償却準
備金

別途
積立金

繰越利益剰
余金 

平成19年8月31日残高（千円） 295,000 215,000 215,000 4,937 130,844 30,000 360,193 525,975 1,035,975

第１四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当       △12,600 △12,600 △12,600

別途積立金の積立て      70,000 △70,000 － －

第１四半期純損失       △16,816 △16,816 △16,816

第１四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

－ － － － － 70,000 △99,416 △29,416 △29,416

平成19年11月30日残高（千円） 295,000 215,000 215,000 4,937 130,844 100,000 260,776 496,559 1,006,559

純資産合計

平成19年8月31日残高（千円） 1,035,975

第１四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当 △12,600

別途積立金の積立て －

第１四半期純損失 △16,816

第１四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

△29,416

平成19年11月30日残高（千円） 1,006,559

 (注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年９月１日　至　平成19年８月31日）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

 
資本
準備金

資本剰余
金合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計

 
特別償却
準備金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年８月31日残高（千円） 111,000 31,000 31,000 4,937 147,732 30,000 187,822 370,491 512,491

事業年度中の変動額          

新株の発行 184,000 184,000 184,000      368,000

剰余金の配当       △8,500 △8,500 △8,500

特別償却準備金の取崩し     △29,902  29,902 － －

特別償却準備金の積立て     13,015  △13,015 － －

当期純利益       163,984 163,984 163,984

事業年度中の変動額合計
（千円）

184,000 184,000 184,000 － △16,887 － 172,371 155,484 523,484

平成19年８月31日残高（千円） 295,000 215,000 215,000 4,937 130,844 30,000 360,193 525,975 1,035,975

 純資産合計

平成18年８月31日残高（千円） 512,491

事業年度中の変動額  

新株の発行 368,000

剰余金の配当 △8,500

特別償却準備金の取崩し －

特別償却準備金の積立て －

当期純利益 163,984

事業年度中の変動額合計
（千円）

523,484

平成19年８月31日残高（千円） 1,035,975

 (注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(4)四半期キャッシュ・フロー計算書

  
当第１四半期会計期間

（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

   

税引前第1四半期
(当期)純利益又は
純損失(△)

 △29,173 302,752

減価償却費  49,392 204,228

貸倒引当金の増減
額（減少：△）

 △261 △1,984

退職給付引当金の
増減額
（減少：△）

 △1,389 1,941

役員退職慰労引当
金の増減額
（減少：△）

 △320,140 19,806

賞与引当金の増減
額 （減少：△）

 13,358 －

受取利息  △224 △398

支払利息及び社債
利息

 5,918 18,965

固定資産売却益  － △419

原材料評価損  － 5,848

株式交付費  － 2,175

売上債権の増減額
（増加：△）

 165,230 △69,057

たな卸資産の増減
額（増加：△）

 △29,651 △71,906

仕入債務の増減額
（減少：△）

 △21,164 20,020

未払費用の増減額
（減少：△）

 △26,281 8,875

長期未払金の増減
額（減少：△） 

 322,466 －

その他（減少：
△）

 2,471 △6,995

小計  130,550 433,851

利息の受取額  224 398

利息の支払額  △7,478 △20,192

法人税等の支払額  △120,161 △75,403

営業活動による
キャッシュ・フロー

 3,135 338,654
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当第１四半期会計期間

（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

   

定期預金の払戻に
よる収入

 63,324 177,181

定期預金の預入に
よる支出

 △104,102 △240,036

有形固定資産の取
得による支出

 △2,247 △503,563

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △43,025 △566,418

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

   

短期借入金の純増
減額（減少：△）

 △90,000 190,000

長期借入れによる
収入

 － 380,000

長期借入金の返済
による支出

 △21,732 △52,128

社債の償還による
支出 

 － △200,000

株式の発行による
収入

 － 365,824

配当金の支払額  △7,920 △8,500

財務活動による
キャッシュ・フロー

 △119,652 675,196

Ⅳ　現金及び現金同等物
の増減額
（減少：△）

 △159,542 447,432

Ⅴ　現金及び現金同等物
の期首残高

 704,048 256,615

Ⅵ　現金及び現金同等物
の第1四半期末(期末)
残高

※ 544,505 704,048

    

 (注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当第１四半期会計期間

（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

たな卸資産

　製品

　　企画品

　　……月次総平均法による原

価法

たな卸資産

　製品

　　企画品

同左

　　オーダー加工品

　　……個別法による原価法

　　オーダー加工品

同左

　原材料

……月次総平均法による原価法

　原材料

同左

　仕掛品

……個別法による原価法

　仕掛品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法

　ただし、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

によっております。

　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　10年～31年

機械装置　　　　12年～15年

─────

 
 

　

(1）有形固定資産

定率法

　ただし、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

によっております。

　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　10年～31年

機械装置　　　　12年～15年

（会計方針の変更）

　平成19年度の法人税法改正に伴

い、平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産については、改

正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。

　この変更による損益に与える影

響は軽微であります。

  (追加情報) 

　平成19年度の法人税法改正に伴

い、平成19年3月31日以前に取得

した有形固定資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌事業

年度より、取得価額の５％相当額

と備忘価額との差額を５年間にわ

たり均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。

　この変更による損益に与える影

響は軽微であります。 

 ─────

 

 

 

 

 

 

 

 

(2）無形固定資産

　ソフトウェア（自社利用分）に

ついては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

(2）無形固定資産

　同左
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項目
当第１四半期会計期間

（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

３．繰延資産の処理方法 株式交付費

─────　

株式交付費

 支出時に全額費用として処理して

おります。

４．引当金の計上基準 (1)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

能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

(1)貸倒引当金

同左

(2)賞与引当金

 従業員の賞与の支払に備えるた

め、賞与支給見込額の当第１四半

期会計期間負担額を計上しており

ます。　

(2)　　　　─────

 

(3)退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、

退職金規程を基に算出された当事

業年度末における退職給付債務の

見込額に基づき、当第１四半期会

計期間末に発生していると認めら

れる額を計上しております。

(3)退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、

退職金規程を基に算出された当事

業年度末における退職給付債務の

見込額に基づき、当事業年度末に

発生していると認められる額を計

上しております。

(4)役員退職慰労引当金

───── 

(4)役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく期末要支給

見込額を計上しております。 

(追加情報) 

 当社は従来、役員の退職慰労金

の支給に備えるため、内規に基づ

く要支給額を役員退職慰労引当金

として計上しておりましたが、平

成19年10月18日開催の取締役会決

議に基づき、役員退職慰労金制度

の廃止に伴う打ち切り支給の議案

を、平成19年11月29日開催の当社

第24回定時株主総会で決議いたし

ました。

 役員退職慰労金制度の廃止に伴

い、役員退職慰労引当金322,466

千円を取崩し、長期未払金に計上

しております。　  

───── 

 

５．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

６．四半期キャッシュ・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

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

 税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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(5)注記事項

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成19年11月30日）

前事業年度末
（平成19年８月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,173,076千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額　　　　

1,124,120千円

※２．担保資産及び担保付債務 ※２．担保資産及び担保付債務

(1）担保に供している資産は次のとおりで

あります。

(1）担保に供している資産は次のとおりで

あります。

建物 453,895千円

土地 183,981千円

計 637,877千円

建物 456,235千円

土地 183,981千円

計 640,217千円

(2）担保付債務は次のとおりであります。 (2）担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 670,000千円

一年以内返済予

定長期借入金
86,888千円

長期借入金 401,190千円

計 1,158,078千円

短期借入金 700,000千円

一年以内返済予

定長期借入金
86,928千円

長期借入金 422,882千円

計 1,209,810千円

　３．受取手形裏書譲渡高

263,432千円

　３．受取手形裏書譲渡高

243,597千円

※４．消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動

負債の「その他」に含めて表示しておりま

す。

※４．　　　　　─────

　

　５．当社においては、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行６行と当座貸越契

約を締結しております。これら契約に基

づく当第１四半期会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりであります。

　５．当社においては、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行６行と当座貸越契

約を締結しております。これら契約に基

づく当事業年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

当座貸越限度額の

総額
2,500,000千円

借入実行残高 1,050,000千円

差引額 1,450,000千円

当座貸越限度額の

総額
2,500,000千円

借入実行残高 1,140,000千円

差引額 1,360,000千円
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（四半期損益計算書関係）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

※１．営業外収益のうち主要なもの　　　　 ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 224千円

端材売却収入 6,216千円

祝金収入 1,820千円

保険解約金収入 1,660千円

受取利息 398千円

端材売却収入 43,475千円

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの　　　　

支払利息 5,918千円 支払利息 18,313千円

社債利息 651千円

支払保証料 394千円

株式交付費 2,175千円

上場関連費用 13,653千円

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの　　　

貸倒引当金戻入益 261千円 固定資産売却益 419千円

貸倒引当金戻入益  1,762千円

※４．　　　　　───── ※４．特別損失のうち主要なもの　　　

原材料評価損  5,848千円

※５．減価償却実施額 ※５．減価償却実施額　　　　

有形固定資産 48,955千円

無形固定資産 436千円

有形固定資産 202,403千円

無形固定資産 1,824千円

※６．法人税、住民税及び事業税は、当第１四

半期の税引前第１四半期純損失に当期の

税効果会計適用後の見積実効税率を乗じ

て計算した額を計上しており、納付税額

及び法人税等調整額を一括して記載して

おります。

※６．　　　　　─────
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

当第１四半期会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成19年11月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当第１四半期会計
期間増加株式数

（株）

当第１四半期会計
期間減少株式数

（株）

当第１四半期会計
期間末株式数

（株）

発行済株式     

普通株式 8,400 － － 8,400

合計 8,400 － － 8,400

 

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19年11月29日

定時株主総会
普通株式 12,600 1,500 平成19年８月31日 平成19年11月30日

(2）基準日が当第１四半期会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が第１四半期会計期間末後となるもの

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年９月１日　至　平成19年８月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 1,700 6,700 － 8,400

合計 1,700 6,700 － 8,400

　（注）　普通株式の発行済株式総数の増加のうち5,100株は、株式１株につき４株の株式分割による新株の発行による増

加であり、1,600株は公募増資による新株の発行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 8,500 5,000 平成18年８月31日 平成18年11月29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19年11月29日

定時株主総会
普通株式 12,600 利益剰余金 1,500 平成19年８月31日 平成19年11月30日
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

※　現金及び現金同等物の第１四半期末残高と

四半期貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成19年11月30日現在） （平成19年８月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 733,726

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△189,220

現金及び現金同等物 544,505

 （千円）

現金及び預金勘定 852,491

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△148,442

現金及び現金同等物 704,048
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（リース取引関係）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

　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

　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

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び第１四半期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

第１四
半期末
残高相
当額
(千円)

車両運搬具 5,677 2,724 2,952

工具器具備品 19,597 9,136 10,461

ソフトウェア 16,751 9,771 6,979

合計 42,026 21,633 20,393

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

車両運搬具 9,824 6,587 3,236

工具器具備品 25,687 14,294 11,393

ソフトウェア 16,751 8,934 7,817

合計 52,263 29,816 22,447

２．未経過リース料第１四半期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 8,340千円

１年超 12,244千円

合計 20,585千円

１年内 8,294千円

１年超 14,346千円

合計 22,641千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

支払リース料 2,178千円

減価償却費相当額 2,053千円

支払利息相当額 122千円

支払リース料 9,662千円

減価償却費相当額 9,003千円

支払利息相当額 606千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

　同左

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当

額との差額を利息相当額とし、各期への配分

方法については、利息法によっております。

５．利息相当額の算定方法

　同左

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はないた

め、項目等の記載は省略しております。

（減損損失について）

　同左
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（有価証券関係）

当第１四半期会計期間（自　平成19年9月1日　至　平成19年11月30日）及び前事業年度（自　平成18年9月1日　至　平

成19年8月31日）

　当社は、有価証券を全く保有しておりませんので、該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期会計期間（自　平成19年9月1日　至　平成19年11月30日）及び前事業年度（自　平成18年9月1日　至　平

成19年8月31日）

　当社は、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。
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（ストック・オプション等関係）

当第１四半期会計期間（自　平成19年9月1日　至　平成19年11月30日）

１．ストック・オプションに係る当第１四半期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．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18年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

 

当社の取締役　　　１名

当社の監査役　　　１名

当社の従業員　　　２名

当社の社外協力者　１名

株式の種類別ストック・オプションの数

(注)　

普通株式　　　　 120株

付与日 平成18年８月24日

権利確定条件 権利確定条件は設定しておりません。

対象勤務期間 対象勤務期間は設定しておりません。

権利行使期間
自　平成20年８月４日

至　平成28年８月３日

　　（注）　株式数に換算して記載しております。また、当社は平成19年４月10日付で普通株式１株につき４株の株式分

割を行っております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当第１四半期会計期間（自　平成19年9月1日　至　平成19年11月30日）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18年ストック・オプション

権利確定前 （株）  

前事業年度末  200

付与  －

失効　(注)  80

権利確定  －

株式分割  －

未確定残  120

権利確定後 （株）  

前事業年度末  －

権利確定  －

権利行使  －

失効  －

未行使残  －

　　(注)　役員退任に伴う新株予約権の権利消失によるものであります。 
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前事業年度（自　平成18年９月１日　至　平成19年８月31日）

１．ストック・オプションに係る当事業年度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．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18年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役　　　２名

当社の監査役　　　１名

当社の従業員　　　２名

当社の社外協力者　１名

株式の種類別ストック・オプションの数

（注）
普通株式　　　　 200株

付与日 平成18年８月24日

権利確定条件 権利確定条件は設定しておりません。

対象勤務期間 対象勤務期間は設定しておりません。

権利行使期間
自　平成20年８月４日

至　平成28年８月３日

　　（注）　株式数に換算して記載しております。また、当社は平成19年４月10日付で普通株式１株につき４株の株式分

割を行っております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度（平成19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18年ストック・オプション

権利確定前 （株）  

前事業年度末  50

付与  －

失効  －

権利確定  －

株式分割　（注）  150

未確定残  200

権利確定後 （株）  

前事業年度末  －

権利確定  －

権利行使  －

失効  －

未行使残  －

　　（注）　当社は平成19年４月10日付で普通株式１株につき４株の株式分割を行っております。 
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②　単価情報

  平成18年ストック・オプション

権利行使価格（注） （円） 155,000

行使時平均株価 （円） －

公正な評価単価（付与日） （円） －

（注）　平成19年４月10日付で普通株式１株につき４株の株式分割を行った後の金額を記載しております。

 

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　　当事業年度において付与されたストック・オプションはありません。

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　　当事業年度において付与されたストック・オプションはありません。　　

 

５．ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年

度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

　①　当事業年度末における本源的価値の合計額

　　　－円 

　②　当事業年度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

　　　該当事項はありません。

 

６．財務諸表への影響額

　　該当事項はありません。 
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（持分法損益等）

当第１四半期会計期間（自　平成19年9月1日　至　平成19年11月30日）及び前事業年度（自　平成18年9月1日　至

　平成19年8月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

１株当たり純資産額 119,828.46円

１株当たり第１四半期

純損失金額
2,001.98円

１株当たり純資産額 123,330.45円

１株当たり当期純利益

金額
23,734.87円

　なお、潜在株式調整後１株当たり第

１四半期純利益金額については、新株

予約権の残高はありますが、１株当た

り第１四半期純損失であるため記載し

ておりません。　

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、新株予約権

の残高はありますが、希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。　

　

 

　当社は、平成19年４月10日付で株式

１株につき４株の株式分割を行ってお

ります。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前事業年度にお

ける１株当たり情報については、以下

のとおりとなります。

  

  

１株当たり純資産額 75,366.40円

１株当たり当期純利益

金額
10,250.64円

　 　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、新株予約権

の残高はありますが、前事業年度にお

いて当社株式は非上場であり、期中平

均株価が把握できませんので記載して

おりません。

 (注)算定上の基礎

１.　１株当たり純資産額

 
当第１四半期会計期間
（平成19年11月30日）

前事業年度
（平成19年８月31日）

純資産の部の合計額（千円） 1,006,559 1,035,975

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － －

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 1,006,559 1,035,975

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普

通株式の数（株）
8,400 8,400
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 ２.　１株当たり第１四半期(当期)純利益又は純損失及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期(当期)純利益

 
当第１四半期会計期間

（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

第１四半期(当期)純利益又は純損失(△)（千円） △16,816 163,984

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る第１四半期(当期)純利益又は純損

失(△)（千円）
△16,816 163,984

期中平均株式数（株） 8,400 6,909

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり第１四半期(当期)純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要　　　(注)

新株予約権１種類（新株予約権

の数30個）。 

新株予約権１種類（新株予約権

の数50個）。

(注)当初新株予約権付与時の発行数は50個でしたが、役員の退任に伴う新株予約権の権利消失により、20個が減少した

結果、第1四半期末の発行数は30個となっております。
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（重要な後発事象）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

　該当事項はありません。 　役員退職慰労金制度の廃止に伴う打

ち切り支給について

　当社は、平成19年10月18日開催の取

締役会の決議に基づき、役員退職慰労

金制度の廃止に伴う打ち切り支給の議

案を、平成19年11月29日開催の当社第

24回定時株主総会で決議いたしました。

　なお、役員退職慰労金については、

引当金を取崩して確定額を「長期未払

金」として計上する予定であります。  
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５．生産、受注及び販売の状況

　当社において、開示対象となる事業の種類別セグメントはありませんので、製品区分別に記載しております。

(1)生産実績

　当第１四半期（自　平成19年９月１日　至　平成19年11月30日）の生産実績を製品区分別に示すと、次のとおり

であります。

製品区分別

当第１四半期
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

金額（千円） 構成比（％）

オーダー加工品 219,908 56.1

企画品 166,457 42.4

その他 6,009 1.5

合計 392,375 100.0

　（注）１．金額は製造原価によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2)受注状況

　当第１四半期（自　平成19年９月１日　至　平成19年11月30日）の受注状況を製品区分別に示すと、次のとおり

であります。

製品区分別

当第１四半期
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

受注高（千円） 構成比（％） 受注残高（千円） 構成比（％）

オーダー加工品 201,477 49.2 132,452 91.5

企画品 190,643 46.5 9,537 6.6

その他 17,451 4.3 2,698 1.9

合計 409,573 100.0 144,689 100.0

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3)販売実績

　当第１四半期（自　平成19年９月１日　至　平成19年11月30日）の販売実績を製品区分別に示すと、次のとおり

であります。

製品区分別

当第１四半期
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

金額（千円） 構成比（％）

オーダー加工品 217,923 49.7

企画品 198,047 45.2

その他 22,388 5.1

合計 438,359 100.0

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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