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１．平成20年２月中間期の連結業績（平成19年９月１日～平成20年２月29日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月中間期 3,799 18.2 466 65.0 430 47.3 202 △11.6

19年２月中間期 3,215 20.9 282 54.7 291 54.7 228 57.2

19年８月期 6,705 － 567 － 612 － 474 －

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

円 銭 円 銭

20年２月中間期 52 11 52 10

19年２月中間期 59 21 59 11

19年８月期 122 46 122 13

（参考）持分法投資損益 20年２月中間期 －百万円 19年２月中間期 －百万円 19年８月期 －百万円

(2）連結財政状態

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２月中間期 5,383 4,124 76.6 1,062 65

19年２月中間期 4,837 3,729 77.1 961 61

19年８月期 5,091 4,023 79.0 1,036 44

（参考）自己資本 20年２月中間期 4,124百万円 19年２月中間期 3,729百万円 19年８月期 4,023百万円

(3）連結キャッシュ・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２月中間期 319 △74 △38 849

19年２月中間期 491 93 △524 591

19年８月期 807 △125 △543 677

２．配当の状況

 １株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年８月期 5 00 10 00 15 00

20年８月期（実績） 8 00 －   

20年８月期（予想） － 15 00 23 00

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

（％表示は対前期増減率）

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

通期 7,300 8.9 750 32.1 780 27.3 460 △3.0 118 51
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、15ページ以降の「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年２月中間期 3,896,000株 19年２月中間期 3,896,000株 19年８月期 3,896,000株

②　期末自己株式数 20年２月中間期 14,400株 19年２月中間期 17,200株 19年８月期 14,400株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、29ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年２月中間期の個別業績（平成19年９月１日～平成20年２月29日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月中間期 2,547 1.6 160 29.9 314 100.4 106 13.2

19年２月中間期 2,507 14.4 123 103.3 157 92.3 93 125.7

19年８月期 4,951 － 208 － 284 － 160 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

20年２月中間期 27 39

19年２月中間期 24 29

19年８月期 41 56

(2）個別財政状態

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２月中間期 4,268 3,405 79.8 877 24

19年２月中間期 3,991 3,299 82.6 850 54

19年８月期 4,006 3,349 83.6 862 89

（参考）自己資本 20年２月中間期 3,405百万円 19年２月中間期 3,299百万円 19年８月期 3,349百万円

２．平成20年８月期の個別業績予想（平成19年９月１日～平成20年８月31日）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 5,100 3.0 300 44.0 500 75.8 200 24.2 51 53

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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3ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、穏やかな回復基調を維持いたしましたが、原油価格の高騰による原

材料や消費材、食品価格等の値上げに伴い、個人消費の延びが鈍化するなど先行き不透明感が増してきました。

　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、欧州及びアジアを中心に依然

として販売が好調であり、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、当社グループでは積極的な受注活動により売上増加をはかると共に、既存設備の有効活用

による生産の効率化をめざし、利益の増大をはかりました。

　この結果、売上高全体では37億99百万円（前年同期比18.2％増）となりました。

　品目別売上高につきましては、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20億94百万円（同

40.8％増）となり、電動工具組付品では一部モデルの集塵機受注減少により３億15百万円（同10.6％減）となりまし

た。また、自動車部品成形品につきましては、自動車のモデルチェンジに伴う新規部品の受注増加により11億47百万

円（同9.3％増）となりました。樹脂金型につきましては、新規部品開発の減少に伴う新規金型の受注減少により78百

万円（同56.5％減）となりました。自社製品につきましては、55百万円（同7.8％減）となり、その他成形品ではポン

プ部品等の受注増加により１億８百万円（同29.5％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、営業利益は４億66百万円（同65.0％増）、経

常利益は４億30百万円（同47.3％増）となりましたが、中間純利益は会計処理方法の変更により役員退職慰労引当金

１億35百万円を特別損失に計上したことに伴い、２億２百万円（同11.6％減）となりました。

　当下半期の見通しにつきましては、サブプライムローン問題による米国経済の減速、株価の下落及び円高の要因等

によりわが国経済も先行き陰りがみられます。

 　　 このような情勢のなか、当社グループといたしましては、引き続き生産体制の見直しにより原価低減に努め、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73億円（前期比8.9％増）、営業利益７億50百万

円（同32.3％増）、経常利益７億80百万円（同27.5％増）、当期純利益４億60百万円（同3.0％減）を見込んでおりま

す。

(2）財政状態に関する分析

  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、２億92百万円増加して53億83百万円となりました。これは主に受取手形

及び売掛金が２億42百万円増加したことによるものであります。

 　 　負債合計は、前連結会計年度末に比べ、１億90百万円増加して12億59百万円となりました。これは主に、役員退

職慰労引当金を１億37百万円計上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、１億１百万円増加して41億24百万円となりました。これは主に、中間

純利益が２億２百万円計上されたこと及び為替換算調整勘定が49百万円減少し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１億72

百万円増加し、８億49百万円となりました。

　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３億19百万円（前年同期比35.1％減）となりました。これは主に、税金等調整前中

間純利益が２億94百万円及び減価償却費が１億30百万円計上されたこと、並びに役員退職慰労引当金が１億37百万円

計上されましたが、売上債権が２億50百万円増加（前年同期は１億29百万円の減少）したこと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）

　投資活動の結果支払った資金は74百万円（前年同期は93百万円の獲得）となりました。これは主に、射出成形機等

の機械設備の増設等に伴う有形固定資産の取得が83百万円（同36.9％減）計上され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38百万円となりました。これは配当金の支払によるものであります。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　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、本日開催の取締役会において前中間期より３円増配し、８円の配当を行うことを

決定いたしました。内部留保資金につきましては、設備の更新等設備投資資金に充当する予定であります。

　また、年間配当金につきましては、１株当たり通期連結利益の20％を目標に配当を行う方針であります。

(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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２．企業集団の状況
  当社グループは、当社（旭化学工業株式会社）及び子会社１社（旭日塑料制品（昆山）有限公司）により構成されて

おり、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。

 

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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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　平成19年８月期決算短信（平成19年10月11日開示）により開示を行った内容から重要な変更はないため開示を省略

します。

 

(2）目標とする経営指標

　平成19年８月期決算短信（平成19年10月11日開示）により開示を行った内容から重要な変更はないため開示を省略

します。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　平成19年８月期決算短信（平成19年10月11日開示）により開示を行った内容から重要な変更はないため開示を省略

します。

 

(4）会社の対処すべき課題

　平成19年８月期決算短信（平成19年10月11日開示）により開示を行った内容から重要な変更はないため開示を省略

します。

 

 　　 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

  （当社ホームページ）

 　　 http://www.asahikagakukogyo.co.jp

  （ジャスダック証券取引所ホームページ（「JDS」検索ページ））

 　　 http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成19年２月28日）

当中間連結会計期間末
（平成20年２月29日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 671,850 944,762 790,005

２．受取手形及び売掛金  795,103 1,081,420 839,172

３．たな卸資産 426,870 427,185 470,877

４．その他 74,439 55,281 49,571

　  貸倒引当金 △780 △740 △680

流動資産合計 1,967,483 40.7 2,507,910 46.6 2,148,946 42.2

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

（１）建物及び構築物 1,017,703 981,226 1,011,541

（２）機械装置及び運搬具 732,460 777,199 822,034

（３）土地 839,668 839,755 842,118

（４）その他 91,481 89,602 74,963

有形固定資産合計 2,681,313 55.4 2,687,784 49.9 2,750,657 54.0

２．無形固定資産 6,868 0.1 16,513 0.3 13,800 0.3

３．投資その他の資産

（１）その他 184,520 174,737 180,957

（２）貸倒引当金 △3,170 △3,117 △3,170

投資その他の資産合計 181,350 3.8 171,620 3.2 177,787 3.5

固定資産合計 2,869,532 59.3 2,875,918 53.4 2,942,244 57.8

資産合計 4,837,015 100.0 5,383,828 100.0 5,091,191 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成19年２月28日）

当中間連結会計期間末
（平成20年２月29日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 760,151 753,268 731,197

２．未払法人税等 60,720 96,603 77,446

３．賞与引当金 32,096 39,378 31,883

４．役員賞与引当金 4,900 6,101 11,900

５．その他 160,077 125,304 121,105

流動負債合計 1,017,945 21.1 1,020,656 19.0 973,533 19.1

Ⅱ　固定負債

  １．退職給付引当金 89,160 100,414 94,613

２．役員退職慰労引当金 － 137,959 －

固定負債合計 89,160 1.8 238,373 4.4 94,613 1.9

負債合計 1,107,105 22.9 1,259,030 23.4 1,068,146 21.0

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   671,787 13.9  671,787 12.5  671,787 13.2

２．資本剰余金   730,198 15.1  729,938 13.5  729,938 14.3

３．利益剰余金   2,227,678 46.0  2,617,208 48.6  2,453,748 48.2

４．自己株式   △6,944 △0.1  △5,923 △0.1  △5,923 △0.1

株主資本合計   3,622,720 74.9  4,013,010 74.5  3,849,551 75.6

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  40,077 0.8  51,866 1.0

２．為替換算調整勘定   57,201 1.2  71,709 1.3  121,626 2.4

評価・換算差額等合計   107,190 2.2  111,787 2.1  173,493 3.4

純資産合計   3,729,910 77.1  4,124,798 76.6  4,023,044 79.0

負債純資産合計   4,837,015 100.0  5,383,828 100.0  5,091,191 100.0
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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18年９月１日
至　平成19年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 3,215,007 100.0 3,799,687 100.0 6,705,815 100.0

Ⅱ　売上原価 2,687,086 83.6 3,073,022 80.9 5,620,124 83.8

売上総利益 527,920 16.4 726,664 19.1 1,085,690 16.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．荷造運搬費 53,023 55,219 103,946

２．役員報酬 31,872 36,353 67,261

３．給与・賞与 56,684 59,607 124,067

４．賞与引当金繰入額 6,770 8,294 7,342

５．役員賞与引当金繰入額 4,840 6,101 11,900

６．退職給付費用 1,169 1,303 2,205

７．役員退職慰労引当金繰入額 － 2,607 －

８．厚生費 26,279 22,950 52,056

９．貸倒引当金繰入額 － 60 －

10．その他 64,457 245,097 7.6 67,629 260,126 6.8 149,163 517,943 7.7

営業利益 282,823 8.8 466,538 12.3 567,746 8.5

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 1,173 4,360 2,848

２．受取配当金 492 825 1,983

３．為替差益 5,605 － 35,062

４．その他 1,908 9,180 0.3 1,595 6,781 0.1 5,164 45,059 0.6

Ⅴ　営業外費用

  １. 支払利息 9 － 9

２．為替差損 － 43,266 －

３．その他 － 9 0.0 44 43,310 1.1 － 9 0.0

経常利益 291,993 9.1 430,009 11.3 612,796 9.1

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※１ 210 － 260

２．貸倒引当金戻入益 － 210 0.0 53 53 0.0 － 260 0.0

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※２ － － 2,475

２．固定資産除却損 ※３ 82 － 160

３．投資有価証券評価損  － 134 446

４．役員退職慰労引当金繰入額 － 82 0.0 135,352 135,486 3.6 － 3,081 0.0

税金等調整前中間（当期）純
利益 292,121 9.1 294,576 7.7 609,975 9.1

法人税、住民税及び事業税 59,213 102,080 135,782

法人税等調整額 4,022 63,235 2.0 △9,780 92,300 2.4 △157 135,625 2.0

中間（当期）純利益 228,886 7.1 202,275 5.3 474,350 7.1
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（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
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当中間連結会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成20年２月29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19年８月31日　残高（千円） 671,787 729,938 2,453,748 △5,923 3,849,551

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － △38,816 － △38,816

中間純利益 － － 202,275 － 202,275

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）

－ － 163,459 － 163,459

平成20年２月29日　残高（千円） 671,787 729,938 2,617,208 △5,923 4,013,010

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19年８月31日　残高（千円） 51,866 121,626 173,493 4,023,044

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － △38,816

中間純利益 － － － 202,275

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）

△11,788 △49,917 △61,706 △61,706

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△11,788 △49,917 △61,706 101,753

平成20年２月29日　残高（千円） 40,077 71,709 111,787 4,124,798
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前連結会計年度の連結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 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

連結会計年度中の変動額

新株の発行 3,180 3,160 － － 6,340

剰余金の配当 － － △30,872 － △30,872

剰余金の配当
(中間配当額） 

－ － △19,394 － △19,394

当期純利益 － － 474,350 － 474,350

自己株式の取得 － － － △361 △361

自己株式の処分 － △260 － 1,211 951

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）

3,180 2,899 424,084 849 431,013

平成19年８月31日　残高（千円） 671,787 729,938 2,453,748 △5,923 3,849,551

 

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

連結会計年度中の変動額

新株の発行 － － － 6,340

剰余金の配当 － － － △30,872

剰余金の配当
（中間配当額）

－ － － △19,394

当期純利益 － － － 474,350

自己株式の取得 － － － △361

自己株式の処分 － － － 951

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

16,053 120,455 136,509 136,509

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

16,053 120,455 136,509 567,522

平成19年８月31日　残高（千円） 51,866 121,626 173,493 4,023,044
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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18年９月１日

至　平成19年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年９月１日

至　平成20年２月29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） 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 292,121 294,576 609,975

２.減価償却費 101,262 130,900 231,883

３.賞与引当金の増減額（減少：△） 4,929 7,665 4,521

４.役員賞与引当金の増減額（減少：△） △5,090 △5,798 1,910

５.退職給付引当金の増減額（減少：△） 2,126 5,800 7,579

６.役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） － 137,959 －

７.貸倒引当金の増減額（減少：△） － 7 △100

８.受取利息及び受取配当金 △1,666 △5,186 △4,832

９.投資有価証券評価損 － 134 446

10.為替差損益（差益：△） △206 18,755 2,383

11.支払利息 9 － 9

12.有形固定資産売却損 － － 2,475

13.有形固定資産除却損 82 － 160

14.有形固定資産売却益 △210 － △260

15.売上債権の増減額（増加：△） 129,216 △250,975 49,022

16.たな卸資産の増減額（増加：△） △8,302 35,438 △40,241

17.その他流動資産の増減額（増加：△） △2,155 1,596 38,518

18.仕入債務の増減額（減少：△） 65,960 34,290 20,781

19.未払費用の増減額（減少：△） △11,550 6,587 2,648

20.未払消費税等の増減額（減少：△） 16,636 △5,870 21,841

21.その他流動負債の増減額（減少：△） 4,702 △8,745 12,090

22.その他の増減額（増加：△） － 8 －

小計 587,866 397,144 960,813

23.利息及び配当金の受取額 1,750 4,542 4,914

24.利息の支払額 △9 － △9

25.法人税等の支払額 △98,251 △82,682 △158,095

営業活動によるキャッシュ・フロー 491,355 319,005 807,622
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前中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日

至　平成19年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年９月１日

至　平成20年２月29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） 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 △67,000 △78,000 △148,000

２.定期預金の払戻による収入 296,000 96,000 344,000

３.投資有価証券の取得による支出 △3,174 △3,319 △6,725

４.その他投資等の取得による支出 △636 △142 △2,851

５.その他投資等の売却による収入 － 53 －

６.有形固定資産の取得による支出 △132,109 △83,358 △304,793

７.有形固定資産の売却による収入 408 － 1,016

８.無形固定資産の取得による支出 － △5,463 △8,550

投資活動によるキャッシュ・フロー 93,488 △74,230 △125,904

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１.社債の償還による支出 △500,000 － △500,000

２.自己株式の取得による支出 △171 － △361

３.ストックオプションの権利行使による収入 6,340 － 7,291

４.配当金の支払額 △30,919 △38,515 △50,249

財務活動によるキャッシュ・フロー △524,750 △38,515 △543,320

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 6,902 △33,501 13,751

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 66,994 172,757 152,149

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 524,855 677,005 524,855

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)

残高
※１ 591,850 849,762 677,005
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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18年９月１日
至　平成19年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19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

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 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
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前中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

(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

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

（追加情報）

 　法人税法の改正に伴い、当中間

連結会計期間より、当社は平成

19年３月31日以前に取得した有

形固定資産については、償却可

能限度額まで償却が終了した翌

連結会計年度から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。

 　この結果、営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益は、

それぞれ7,088千円減少してお

ります。

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

（会計処理方法の変更）

 　法人税法の改正に伴い、当連結

会計年度より、当社は平成19年

４月１日以降取得した有形固定

資産について、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。

 　これにより、従来の方法に比べ

営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益は、それぞれ

4,533千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。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19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。

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。

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。

役員退職慰労引当金

――――

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金規程に

基づく当中間連結会計期間末要

支給額を計上しております。

（会計処理方法の変更）

役員退職慰労金は、従来は支払

時に特別損失として計上してお

りましたが、当中間連結会計期

間より、役員退職慰労金規程に

基づく当中間連結会計期間末要

支給額を役員退職慰労引当金と

して計上する方法に変更いたし

ました。この変更は、日本公認

会計士協会監査・保証実務委員

会報告第42号が適用されたこと、

及び役員の在任期間にわたって

合理的に費用配分することによ

り期間損益の適正化を図るもの

であります。この変更により、

当中間連結会計期間発生額2,607

千円は販売費及び一般管理費に

計上し、過年度対応額135,352千

円は特別損失に計上しておりま

す。

この結果、従来の方法に比較し

て、営業利益及び経常利益はそ

れぞれ2,607千円減少し、税金等

調整前中間純利益は137,959千円

減少しております。

役員退職慰労引当金

――――
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前中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

(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。

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。

(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

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29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19年２月28日）

当中間連結会計期間末
（平成20年２月29日）

前連結会計年度末
（平成19年８月31日）

※１．減価償却累計額 3,072,668千円 ※１．減価償却累計額    3,300,928千円 ※１．減価償却累計額    3,180,078千円

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19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。

車両運搬具      210千円

合計      210千円

※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      260千円

合計      260千円

※２．         ――――― ※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    2,475千円

合計    2,475千円

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。

※３．         ――――― ※３．固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。

車両運搬具    72千円

工具器具備品    10千円

合計    82千円

車両運搬具   72千円

工具器具備品  87千円

合計      160千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（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。

　　　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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当中間連結会計期間（自平成19年９月１日　至平成20年２月29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 3,896 － － 3,896

合計 3,896 － － 3,896

自己株式

普通株式 14 － － 14

合計 14 － － 14

 

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27日

定時株主総会
普通株式 38,816 10.00 平成19年８月31日 平成19年11月28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20年４月10日

取締役会
普通株式 31,052  利益剰余金 8.00 平成20年２月29日 平成20年５月27日
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前連結会計年度（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 3,876 20 － 3,896

合計 3,876 20 － 3,896

自己株式

普通株式（注）２（注）３ 17 0 3 14

合計 17 0 3 14

（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。

　２．普通株式の自己株式の株式総数の増加０千株は、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３千株は、新株予約権の権利行使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

平成19年４月12日

取締役会
普通株式 19,394 5.00 平成19年２月28日 平成19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19年11月27日

定時株主総会
普通株式 38,816 利益剰余金 10.00 平成19年８月31日 平成19年11月28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18年９月１日
至　平成19年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19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20年２月29日現在）

現金及び預金勘定      944,762千円

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金等
　  △95,000千円

     849,762千円

 （平成19年８月31日現在）

現金及び預金勘定      790,005千円

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金等
 　△113,000千円

     677,005千円

（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年９月１日

至　平成20年２月29日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19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
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間（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

当中間連結会計期間（平成20年２月29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 40,688 107,263 66,574

合計 40,688 107,263 66,574

前連結会計年度（平成19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 37,498 123,655 86,157

合計 37,498 123,655 86,157

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（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。

当中間連結会計期間（自平成19年９月１日　至平成20年２月29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18年９月１日　至平成19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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（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（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

 

当中間連結会計期間（自平成19年９月１日　至平成20年２月29日）

 　　　該当事項はありません

 

前連結会計年度（自平成18年９月１日　至平成19年８月31日）

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名及び従業員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

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 23,000 －

失効 － －

未行使残 2,000 －

（注）ストックオプションの数は、株式数に換算して記載しております。

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） 880 －

公正な評価単価（付与日）（円） － －
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（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。

当中間連結会計期間（自平成19年９月１日　至平成20年２月29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18年９月１日　至平成19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。

当中間連結会計期間（自平成19年９月１日　至平成20年２月29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 2,547,559 1,252,127 3,799,687 － 3,799,687

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 365,138 365,138 △365,138 －

計 2,547,559 1,617,266 4,164,826 △365,138 3,799,687

営業費用 2,386,814 1,337,390 3,724,204 △391,055 3,333,148

営業利益 160,745 279,876 440,621 25,916 466,538

(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18年９月１日　至平成19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 4,951,812 1,754,002 6,705,815 － 6,705,815

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 837,366 837,366 △837,366 －

計 4,951,812 2,591,368 7,543,181 △837,366 6,705,815

営業費用 4,743,434 2,247,215 6,990,650 △852,581 6,138,068

営業利益 208,377 344,153 552,530 15,215 567,746

(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．(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法の有

形固定資産に記載のとおり、当連結会計年度より、当社は平成19年４月１日以降取得した有形固定資

産について、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。この変更により、従来

の方法に比べ、営業費用が、「日本」4,533千円増加し、営業利益が同額減少しております。 
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ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（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。

当中間連結会計期間（自平成19年９月１日　至平成20年２月29日）

中　国
（千円）

計
（千円）

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,252,127 1,252,127

Ⅱ 連結売上高（千円） － 3,799,687

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％）
33.0 33.0

(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18年９月１日　至平成19年８月31日）

中　国
（千円）

計
（千円）

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,754,002 1,754,002

Ⅱ 連結売上高（千円） － 6,705,815

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％）
26.2 26.2

(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18年９月１日
至　平成19年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29日）

前連結会計年度
（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 961円61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 1,062円65銭

１株当たり中間純利益

金額
52円11銭

１株当たり純資産額  1,036円44銭

１株当たり当期純利益

金額
  122円46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

たり中間純利益金額
  52円10銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
  122円13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18年９月１日
至　平成19年２月28日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29日)

前連結会計年度
(自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（千円） 228,886 202,275 474,350

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）
228,886 202,275 474,350

期中平均株式数（千株） 3,865 3,881 3,873

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） 6 0 10

（うち新株予約権） (6) (0) (10)

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126,000株）

 ――――

（重要な後発事象）

前中間連結会計期間（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。

 

当中間連結会計期間（自平成19年９月１日　至平成20年２月29日）

　該当事項はありません。

 

前連結会計年度（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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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成19年２月28日）

当中間会計期間末
（平成20年２月29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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 239,754 517,817 271,136

２．受取手形  40,756 37,276 36,420

３．売掛金 664,479 697,026 632,295

４．たな卸資産 225,826 224,352 238,846

５．その他 37,482 46,644 43,049

６．貸倒引当金 △780 △740 △680

流動資産合計 1,207,519 30.2 1,522,376 35.7 1,221,068 30.5

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※１

１．建物 692,623 662,402 672,415

２．機械装置 297,892 284,965 316,703

３．土地 790,496 790,496 790,496

４．その他 82,131 96,088 88,293

有形固定資産合計 1,863,143 46.7 1,833,953 43.0 1,867,908 46.6

(2）無形固定資産 2,408 0.1 2,408 0.0 2,408 0.1

(3）投資その他の資産

１．関係会社出資金 738,740 738,740 738,740

２．その他 183,349 174,021 180,042

３．貸倒引当金 △3,170 △3,117 △3,170

投資その他の資産合計 918,920 23.0 909,645 21.3 915,613 22.8

固定資産合計 2,784,472 69.8 2,746,006 64.3 2,785,930 69.5

資産合計 3,991,991 100.0 4,268,383 100.0 4,006,999 100.0
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前中間会計期間末
（平成19年２月28日）

当中間会計期間末
（平成20年２月29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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 409,392 393,113 346,498

２．未払法人税等 60,720 87,060 70,540

３．賞与引当金 25,500 28,500 27,000

４．役員賞与引当金 4,800 6,000 11,850

５．その他 103,359 110,238 107,118

流動負債合計 603,772 15.1 624,912 14.6 563,007 14.0

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 89,160 100,414 94,613

２. 役員退職慰労引当金 － 137,959 －

固定負債合計 89,160 2.3 238,373 5.6 94,613 2.4

負債合計 692,932 17.4 863,285 20.2 657,621 16.4

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   671,787 16.8  671,787 15.7  671,787 16.7

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  717,689   717,689   717,689   

(2）その他資本剰余金  12,509   12,248   12,248   

資本剰余金合計   730,198 18.3  729,938 17.1  729,938 18.2

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  56,150   56,150   56,150   

(2）その他利益剰余金           

別途積立金  1,604,000   1,604,000   1,604,000   

繰越利益剰余金  193,880   309,067   241,558   

利益剰余金合計   1,854,030 46.5  1,969,217 46.1  1,901,708 47.5

４．自己株式   △6,944 △0.2  △5,923 △0.1  △5,923 △0.1

株主資本合計   3,249,071 81.4  3,365,020 78.8  3,297,510 82.3

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価差額金   49,988 1.2  40,077 1.0  51,866 1.3

評価・換算差額等合計   49,988 1.2  40,077 1.0  51,866 1.3

純資産合計   3,299,059 82.6  3,405,098 79.8  3,349,377 83.6

負債純資産合計   3,991,991 100.0  4,268,383 100.0  4,006,999 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 2,507,010 100.0 2,547,559 100.0 4,951,812 100.0

Ⅱ　売上原価 ※５ 2,180,477 87.0 2,169,822 85.2 4,315,171 87.1

売上総利益 326,532 13.0 377,737 14.8 636,641 12.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※５ 202,785 8.1 216,992 8.5 428,263 8.7

営業利益 123,746 4.9 160,745 6.3 208,377 4.2

Ⅳ　営業外収益 ※１ 33,266 1.4 178,521 7.0 76,007 1.5

Ⅴ　営業外費用 ※２ 9 0.0 24,578 1.0 9 0.0

経常利益 157,003 6.3 314,687 12.3 284,376 5.7

Ⅵ　特別利益 ※３ 210 0.0 53 0.0 210 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４ 82 0.0 135,486 5.3 1,581 0.0

税引前中間(当期)純利益 157,131 6.3 179,254 7.0 283,005 5.7

法人税、住民税及び事業税 59,213 82,624 121,895

法人税等調整額 4,022 63,235 2.6 △9,694 72,929 2.8 141 122,037 2.4

中間(当期)純利益 93,895 3.7 106,325 4.2 160,967 3.3
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（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
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年８月31日　残高
（千円）

668,607 714,529 12,509 727,038 56,150 1,604,000 130,856 1,791,006 △6,773 3,179,879

中間会計期間中の変動額

新株の発行 3,180 3,160 － 3,160 － － － － － 6,340

剰余金の配当 － － － － － － △30,872 △30,872 － △30,872

中間純利益 － － － － － － 93,895 93,895 － 93,895

自己株式の取得 － － － － － － － － △171 △171

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額　　　
（純額）

－ － － － － － － － － －

中間会計期間中の変動額
合計
（千円）

3,180 3,160 － 3,160 － － 63,023 63,023 △171 69,192

平成19年２月28日　残高
（千円）

671,787 717,689 12,509 730,198 56,150 1,604,000 193,880 1,854,030 △6,944 3,249,071

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年８月31日　残高
（千円）

35,813 35,813 3,215,692

中間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 － － 93,895

自己株式の処分 － － △171

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額　　　
（純額）

14,174 14,174 14,174

中間会計期間中の変動額
合計
（千円）

14,174 14,174 83,366

平成19年２月28日　残高
（千円）

49,988 49,988 3,299,059
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当中間会計期間（自平成19年９月１日　至平成20年２月29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
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成19年８月31日　残高
（千円）

671,787 717,689 12,248 729,938 56,150 1,604,000 241,558 1,901,708 △5,923 3,297,510

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － － － △38,816 △38,816 － △38,816

中間純利益 － － － － － － 106,325 106,325 － 106,325

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動額
（純額）

－ － － － － － － － － －

中間会計期間中の変動額
合計
（千円）

－ － － － － － 67,509 67,509 － 67,509

平成20年２月29日　残高
（千円）

671,787 717,689 12,248 729,938 56,150 1,604,000 309,067 1,969,217 △5,923 3,365,020

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成19年８月31日　残高
（千円）

51,866 51,866 3,349,377

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － △38,816

中間純利益 － － 106,325

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動額
（純額）

△11,788 △11,788 △11,788

中間会計期間中の変動額
合計
（千円）

△11,788 △11,788 55,720

平成20年２月29日　残高
（千円）

40,077 40,077 3,405,098
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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

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年８月31日　残高
（千円）

668,607 714,529 12,509 727,038 56,150 1,604,000 130,856 1,791,006 △6,773 3,179,879

事業年度中の変動額

新株の発行 3,180 3,160 － 3,160 － － － － － 6,340

剰余金の配当 － － － － － － △30,872 △30,872 － △30,872

剰余金の配当
（中間配当額） 

－ － － － － － △19,394 △19,394 － △19,394

当期純利益 － － － － － － 160,967 160,967 － 160,967

自己株式の取得 － － － － － － － － △361 △361

自己株式の処分 － － △260 △260 － － － － 1,211 951

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

－ － － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

3,180 3,160 △260 2,899 － － 110,701 110,701 849 117,631

平成19年８月31日　残高
（千円）

671,787 717,689 12,248 729,938 56,150 1,604,000 241,558 1,901,708 △5,923 3,297,510

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年８月31日　残高
（千円）

35,813 35,813 3,215,692

事業年度中の変動額

新株の発行 － － 6,340

剰余金の配当 － － △30,872

剰余金の配当
（中間配当額） 

－ － △19,394

当期純利益 － － 160,967

自己株式の取得 － － △361

自己株式の処分 － － 951

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

16,053 16,053 16,053

事業年度中の変動額合計
（千円）

16,053 16,053 133,684

平成19年８月31日　残高
（千円）

51,866 51,866 3,349,377
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29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

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

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

同左

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算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 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．減価償却資産の減価償却

の方法

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

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　　　　　３～47年

機械装置　　　８～10年

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

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　　　　　３～47年

機械装置　　　８～10年

（追加情報）

 　法人税法の改正に伴い、当中間

会計期間より、当社は平成19年

３月31日以前に取得した有形固

定資産については、償却可能限

度額まで償却が終了した翌会計

年度から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。

 　この結果、営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益は、それ

ぞれ7,088千円減少しておりま

す。

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

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　　　　　３～47年

機械装置　　　８～10年

（会計処理方法の変更）

 　法人税法の改正に伴い、当事業

年度より、平成19年４月１日以

降取得した有形固定資産につい

て、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。

 　これにより、従来の方法に比べ

営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益は、それぞれ4,533

千円減少しております。

 ３．外貨建の資産及び負債の本

邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日

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。

同左 外貨建金銭債権債務は、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。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

４．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、当期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。

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。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業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、各事業年

度の発生時における従業員の平

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事

業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

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業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

ぞれ発生の翌事業年度から処理

することにしております。

役員退職慰労引当金

―――――

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金規程に

基づく当中間会計期間末要支給

額を計上しております。

（会計処理方法の変更）

役員退職慰労金は、従来は支払

時に特別損失として計上してお

りましたが、当中間会計期間よ

り、役員退職慰労金規程に基づ

く当中間会計期間末要支給額を

役員退職慰労引当金として計上

する方法に変更いたしました。

この変更は、日本公認会計士協

会監査・保証実務委員会報告第

42号が適用されたこと、及び役

員の在任期間にわたって合理的

に費用配分することにより期間

損益の適正化を図るものであり

ます。この変更により、当中間

会計期間発生額2,607千円は販売

費及び一般管理費に計上し、過

年度対応額135,352千円は特別損

失に計上しております。

この結果、従来の方法に比較し

て、営業利益及び経常利益はそ

れぞれ2,607千円減少し、税引前

中間純利益は137,959千円減少し

ております。

役員退職慰労引当金

―――――
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19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．その他中間財務諸表（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

消費税等の会計処理は、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

消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成19年２月28日）

当中間会計期間末
（平成20年２月29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
2,919,512千円

※１．有形固定資産の

減価償却累計額
 3,073,700千円

※１．有形固定資産の

減価償却累計額
 2,985,139千円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29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．営業外収益のうち重要なもの ※１．営業外収益のうち重要なもの ※１．営業外収益のうち重要なもの

　受取利息                158千円 　受取利息              1,826千円 　受取利息                404千円

　受取配当金              492千円 　受取配当金          145,080千円 　受取配当金            1,983千円

　為替差益              8,058千円 　受取ロイヤリティ     30,019千円 　受取ロイヤリティ     52,877千円

　受取ロイヤリティ     22,647千円   

※２．営業外費用のうち重要なもの ※２．営業外費用のうち重要なもの ※２．営業外費用のうち重要なもの

 　　　 　支払利息                  9千円  　　　 　為替差損             24,578千円  　　　 　支払利息 　　　　　　     9千円

※３．特別利益のうち重要なもの ※３．特別利益のうち重要なもの ※３．特別利益のうち重要なもの

　固定資産売却益　        

  　車両運搬具　　　　　　210千円

 　　　 　貸倒引当金戻入益         53千円

  

　固定資産売却益

  　車両運搬具　　　　　  210千円

※４．特別損失のうち重要なもの ※４．特別損失のうち重要なもの ※４．特別損失のうち重要なもの

固定資産除却損

  車両運搬具　

  工具器具備品

   

 　  72千円

 10千円

  合計      82千円

投資有価証券評価損

役員退職慰労引当金

繰入額

 134千円

 

 135,352千円

 

固定資産売却損 

  機械装置

 

 　　974千円

固定資産除却損 

  車両運搬具

  工具器具備品

 

　　  72千円

 　　 87千円

  合計      160千円

  

※５．減価償却実施額 ※５．減価償却実施額 ※５．減価償却実施額

　有形固定資産 　　　　67,375千円 　有形固定資産 　　　 88,560千円 　有形固定資産        154,027千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自平成18年９月１日　至平成19年２月28日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式　　（注） 17 0 － 17

合計 17 0 － 17

 　（注）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。

当中間会計期間（自平成19年９月１日　至平成20年２月29日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式　　（注） 14 － － 14

合計 14 － － 14

 　

前事業年度（自平成18年９月１日　至平成19年８月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当事業年度増加株式
数（千株）

当事業年度減少株式
数（千株）

当事業年度末株式数
（千株）

普通株式　　（注） 17 0 3 14

合計 17 0 3 14

 　（注）１．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．普通株式の自己株式の株式数の減少３千株は、新株予約権の権利行使に充当を行ったことによる減少であり

ます。 　

（リース取引関係）

前中間会計期間（自平成18年９月１日　至平成19年２月28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。

当中間会計期間（自平成19年９月１日　至平成20年２月29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。

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。

（有価証券関係）

前中間会計期間（平成19年２月28日現在）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間（平成20年２月29日現在）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度（平成19年８月31日現在）

　子会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29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 850円54銭

１株当たり中間純利益

金額
  24円29銭

１株当たり純資産額    877円24銭

１株当たり中間純利益

金額
    27円39銭

１株当たり純資産額    862円89銭

１株当たり当期純利益

金額
    41円56銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
  24円25銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
    27円39銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
    41円45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
前中間会計期間

(自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日)

当中間会計期間
(自　平成19年９月１日
至　平成20年２月29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株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（千円） 93,895 106,325 160,967

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）
93,895 106,325 160,967

期中平均株式数（千株） 3,865 3,881 3,873

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） 6 0 10

（うち新株予約権） (6) (0) (10)

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126,000株）

 ―――

（重要な後発事象）

前中間会計期間（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。

 

当中間会計期間（自平成19年９月１日　至平成20年２月29日）

 　   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）

　該当事項はありません。
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６．その他
 　該当事項はありません。
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