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１．平成20年８月期第３四半期の業績（平成19年９月１日　～　平成20年５月31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３四半期 1,384 △26.4 △87 － △74 － △48 －

19年８月期第３四半期 1,880 － 274 － 291 － 168 －

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３四半期 △5,812 22 － －

19年８月期第３四半期 24,748 73 － －

19年８月期 23,734 87 － －

（注）　平成19年８月期第3四半期については、初めて四半期財務諸表を作成しておりますので、対前年同四半期増減率の記載を省略しておりま

す。

(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３四半期 3,051 974 31.9 116,018 23

19年８月期第３四半期 2,970 672 22.6 98,865 14

19年８月期 3,391 1,035 30.5 123,330 45

(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３四半期 10 △140 △123 451

19年８月期第３四半期 108 △456 251 160

19年８月期 338 △566 675 704

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 － － 1,500 00 1,500 00

20年８月期 － － － －
2,500 00

20年８月期（予想） － － 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 2,100 △17.0 50 △82.9 65 △78.8 30 △81.6 3,571 43

－ 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、４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3四半期におけるわが国経済は、原油や素材の値上がりが企業収益を圧迫し、また、米国経済の減速もあって景気

の調整色が濃く景気回復が一段と減速いたしました。特に原油価格の高騰は、全ての産業に影響を与えており、諸物価

の高騰を招き消費者心理の悪化を増幅するとともに、雇用環境の改善も足踏みするなど懸念材料の多い状況でありまし

た。

　当社の属する金属加工業界におきましては、非鉄金属及び鋼材価格の高騰が顕著であり、特に鋼板類は前第３四半期

と比較しても急激な値上がりとなり、販売面で影響が出ております。また、昨年の建築基準法改正による建築着工件数

の減少は収束傾向にあるとはいえ、4月まで10ヶ月連続で前年同月比を下回っており、鋼板類の急激な値上がりも重なり

建築関連製品の需要はいまだ回復に至っておらず、経営環境は厳しさを増す状況でありました。

　このような状況のもと、当社は自らを「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に、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。中四国地域の営業強化のため平成20年4月に広島出張所を開設す

るとともに、首都圏、関西圏への営業活動を強化し、販路の拡大を図っております。また、環境対策として注目を集め

る風力発電向け部材の受注など販売領域の拡大に努力いたしました。

　4月に受注いたしました「シャープ堺工場」向け工場設備部材及び特注加工品の生産がスタートし、その他大手電機

メーカーや自動車メーカーの大型設備投資に向けた工場設備部材の受注に注力してまいりました。しかしながら、建築

着工件数減少の影響を受け、建築関連向け製品の販売状況が厳しい状況でありました。

　生産設備に関しましては、平成19年11月に最新鋭の「立型マシニングセンタ」及び「ＣＮＣＹ軸旋盤」を導入し、切

削板金領域に新規参入いたしました。また、平成20年4月に既存の2倍以上の生産効率をもち、最大ワークスで２ｍ×４

メートルの国内最大の「全自動パネルベンダー」を導入し、大型パネルの生産を開始いたしました。

　しかしながら結果といたしまして、当第3四半期における売上高は、1,384百万円となりました。利益面につきまして

は、引き続き製造経費の節減、販売費・一般管理費の節減に努めましたが、売上高の減少によって営業損失は87百万円、

経常損失は74百万円、当第３四半期純損失は48百万円となりました。

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3四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339百万円（10.1％）減少して3,051百万円と

なりました。

　前事業年度末と比較し、流動資産は355百万円（20.5％）減少し1,383百万円、固定資産は15百万円（0.9％）増加

し1,667百万円となりました。

　流動資産減少の主な要因は、現金及び預金が借入返済及び設備投資等で290百万円減少したことと、当第3四半期

会計期間の3月～5月と前事業年度の6月～8月と比較して売上高が25.9％減少したこと等により売掛金が195百万円減

少したことによるものであります。固定資産増加の主な要因は、機械286百万円の増加及び減価償却費157百万円の

減少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278百万円（11.7％）減少し2,076百万円となりました。

流動負債減少の主な要因は、返済による短期借入金の減少160百万円、未払法人税等の減少122百万円及びその他に

含めて表示しております未払費用の減少24百万円によるものであります。固定負債増加の主な要因は、長期借入金

の増加33百万円によるものであります。

　純資産合計は、前事業年度末と比較して61百万円（5.9％）減少し974百万円となりました。純資産減少の要因は、

第3四半期純損失48百万円及び剰余金の配当12百万円によるものであります。

（2）キャッシュ・フローの状況

　当第3四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122百万円、

定期預金の払戻による収入237百万円等の増加要因はあったものの、税引前第3四半期純損失74百万円、法人税等の

支払額125百万円、定期預金の預入による支出200百万円、短期借入金の純減少額160百万円等の減少要因があったた

め、前事業年度末と比較して252百万円減少し、当第3四半期会計期間末には451百万円となりました。

　また、当第3四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3四半期会計期間において営業活動の結果得られた資金は10百万円となりました。これは主に、売上債権の減

少122百万円、減価償却費157百万円等があったものの、税引前第3四半期純損失74百万円、法人税等の支払125百万

円、たな卸資産の増加29百万円等があったためであります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第3四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は140百万円となりました。これは主に、定期預金の

預入による支出200百万円、有形・無形固定資産の取得による支出177百万円はあったものの、定期預金の払戻によ

る収入237百万円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）

　当第3四半期会計期間において財務活動の結果使用した資金は123百万円となりました。これは主に、短期借入金

の純減少額160百万円と長期借入金の返済による支出151百万円及び長期借入金の増加200百万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20年3月27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

  
前第３四半期会計期間末
(平成19年５月31日)

当第３四半期会計期間末
(平成20年５月31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  259,097   562,313   852,491   

２．受取手形 ※６ 329,384   175,658   102,875   

３．売掛金  244,692   262,974   458,424   

４．たな卸資産  406,654   332,959   303,655   

５．繰延税金資産  22,452   22,317   10,429   

６．その他  7,701   28,113   12,348   

貸倒引当金  △2,283   △456   △769   

流動資産合計   1,267,699 42.7  1,383,881 45.4  1,739,455 51.3

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物 ※２ 489,448   466,783   481,871   

(2）機械装置  893,484   872,391   848,798   

(3）土地 ※２ 218,270   218,270   218,270   

(4）その他  46,696   37,952   45,398   

計  1,647,900   1,595,397   1,594,339   

２．無形固定資産  6,353   9,556   5,916   

３．投資その他の資産           

(1）繰延税金資産  44,266   57,135   46,855   

(2）その他  5,519   6,300   5,399   

貸倒引当金  △746   △805   △512   

計  49,039   62,630   51,742   

固定資産合計   1,703,293 57.3  1,667,584 54.6  1,651,998 48.7

資産合計   2,970,993 100.0  3,051,465 100.0  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 3四半期財務・業績の概況(非連結)

－ 5 －



  
前第３四半期会計期間末
(平成19年５月31日)

当第３四半期会計期間末
(平成20年５月31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  72,431   70,716   89,590   

２．短期借入金 ※２ 1,165,000   980,000   1,140,000   

３．一年以内返済予定長
期借入金

※２ 72,528   102,676   86,928   

４．未払金  82,025   －   －   

５．未払法人税等  110,789   889   123,263   

６．賞与引当金  14,100   13,467   －   

７．その他 ※４ 85,613   105,374   147,559   

流動負債合計   1,602,488 54.0  1,273,124 41.7  1,587,341 46.8

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２ 355,414   456,058   422,882   

２．退職給付引当金  23,075   25,127   24,327   

３．役員退職慰労引当金  315,774   －   320,140   

４．長期未払金  －   322,466   786   

５.その他　  1,958   136   －   

固定負債合計   696,222 23.4  803,788 26.4  768,135 22.7

負債合計   2,298,710 77.4  2,076,912 68.1  2,355,477 69.5

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   111,000 3.7  295,000 9.7  295,000 8.7

２．資本剰余金           

資本準備金  31,000   215,000   215,000   

資本剰余金合計   31,000 1.0  215,000 7.0  215,000 6.3

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  4,937   4,937   4,937   

(2）その他利益剰余金           

特別償却準備金  132,780   116,428   130,844   

別途積立金  30,000   100,000   30,000   

繰越利益剰余金  362,564   243,186   360,193   

利益剰余金合計   530,282 17.9  464,553 15.2  525,975 15.5

株主資本合計   672,282 22.6  974,553 31.9  1,035,975 30.5

純資産合計   672,282 22.6  974,553 31.9  1,035,975 30.5

負債純資産合計   2,970,993 100.0  3,051,465 100.0  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。
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(2)四半期損益計算書

  
前第３四半期会計期間
(自　平成18年９月１日
　至　平成19年５月31日)

当第３四半期会計期間
(自　平成19年９月１日
　至　平成20年５月31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   1,880,558 100.0  1,384,800 100.0  2,530,770 100.0

Ⅱ　売上原価 ※５  1,283,931 68.3  1,177,470 85.0  1,824,259 72.1

売上総利益   596,627 31.7  207,329 15.0  706,510 27.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※５  322,442 17.1  294,653 21.3  414,715 16.4

営業利益又は営業損
失(△)

  274,185 14.6  △87,323 △6.3  291,795 11.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  32,020 1.7  29,625 2.1  49,942 2.0

Ⅴ　営業外費用 ※２  14,288 0.8  17,116 1.2  35,319 1.4

経常利益又は経常損
失(△)

  291,917 15.5  △74,814 △5.4  306,418 12.1

Ⅵ　特別利益 ※３  655 0.0  19 0.0  2,181 0.1

Ⅶ　特別損失 ※４  5,848 0.3  85 0.0  5,848 0.2

税引前第３四半期
(当期)純利益又は純
損失(△)

  286,724 15.2  △74,880 △5.4  302,752 12.0

法人税、住民税及び
事業税

※６ 118,433 118,433 6.3 △26,058 △26,058 △1.9 138,768 138,768 5.5

第３四半期(当期)純
利益又は純損失(△)

  168,291 8.9  △48,822 △3.5  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

前第３四半期会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年５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

第３四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当       △8,500 △8,500 △8,500

特別償却準備金の取崩し     △14,951  14,951 － －

第３四半期純利益       168,291 168,291 168,291

第３四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

－ － － － △14,951 － 174,742 159,791 159,791

平成19年５月31日残高
（千円）

111,000 31,000 31,000 4,937 132,780 30,000 362,564 530,282 672,282

純資産合計

平成18年8月31日残高（千円） 512,491

第３四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当 △8,500

特別償却準備金の取崩し －

第３四半期純利益 168,291

第３四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

159,791

平成19年５月31日残高（千円） 672,282

 (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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当第３四半期会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成20年５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３四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当       △12,600 △12,600 △12,600

特別償却準備金の取崩し     △15,880  15,880 － －

特別償却準備金の積立て     1,465  △1,465 － －

別途積立金の積立　      70,000 △70,000 － －

第３四半期純損失       △48,822 △48,822 △48,822

第３四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

－ － － － △14,415 70,000 △117,007 △61,422 △61,422

平成20年５月31日残高
（千円）

295,000 215,000 215,000 4,937 116,428 100,000 243,186 464,553 974,553

純資産合計

平成19年8月31日残高（千円） 1,035,975

第３四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当 △12,600

特別償却準備金の取崩し －

特別償却準備金の積立て　 －

別途積立金の積立　 －

第３四半期純損失 △48,822

第３四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

△61,422

平成20年５月31日残高（千円） 974,553

 (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

  
前第３四半期会計期間

（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日)

当第３四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年５月31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） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

    

税引前第3四半期
(当期)純利益又は
純損失(△)

 286,724 △74,880 302,752

減価償却費  146,410 157,419 204,228

貸倒引当金の増減
額（減少：△）

 △236 △19 △1,984

退職給付引当金の
増減額
（減少：△）

 689 799 1,941

役員退職慰労引当
金の増減額
（減少：△）

 15,441 △320,140 19,806

賞与引当金の増減
額 （減少：△）

 14,100 13,467 －

有形固定資産の除
却損　

 － 85 －

受取利息  △214 △1,090 △398

支払利息及び社債
利息

 13,215 17,114 18,965

固定資産売却益  △419 － △419

原材料評価損  5,848 － 5,848

株式交付費  569 － 2,175

売上債権の増減額
（増加：△）

 △81,834 122,666 △69,057

たな卸資産の増減
額（増加：△）

 △174,904 △29,303 △71,906

仕入債務の増減額
（減少：△）

 2,862 △37,934 20,020

未払費用の増減額
（減少：△）

 △26,107 △25,023 8,875

長期未払金の増減
額（減少：△） 

 － 322,466 －

その他（減少：
△）

 △3,973 3,027 △6,995

小計  198,169 148,655 433,851

利息の受取額  214 1,090 398

利息の支払額  △14,774 △18,147 △20,192

法人税等の支払額  △75,367 △125,344 △75,403

過年度法人税等還
付税額　

 － 4,649 －

営業活動による
キャッシュ・フロー

 108,241 10,903 338,654
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前第３四半期会計期間

（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日)

当第３四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年５月31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） 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

 177,181 237,538 177,181

定期預金の預入に
よる支出

 △190,313 △200,071 △240,036

有形固定資産の取
得による支出

 △443,281 △172,209 △503,563

無形固定資産の取
得による支出　

 － △5,400 －

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △456,414 △140,141 △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：△）

 215,000 △160,000 190,000

長期借入れによる
収入

 280,000 200,000 380,000

長期借入金の返済
による支出

 △33,996 △151,076 △52,128

社債の償還による
支出 

 △200,000 － △200,000

株式の発行による
収入

 － － 365,824

株式の発行による
支出

 △569 － －

配当金の支払額  △8,500 △12,396 △8,500

財務活動による
キャッシュ・フロー

 251,935 △123,472 675,196

Ⅳ　現金及び現金同等物
の増減額
（減少：△）

 △96,237 △252,709 447,432

Ⅴ　現金及び現金同等物
の期首残高

 256,615 704,048 256,615

Ⅵ　現金及び現金同等物
の第3四半期末(期末)
残高

※ 160,378 451,338 704,048

     

 (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
前第３四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年５月31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

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

　　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

　原材料

同左

　仕掛品

……個別法による原価法

　仕掛品

同左

　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

（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。

(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

(2）無形固定資産

　同左
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項目
前第３四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年５月31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

 支出時に全額費用として処理してお

ります。

─────　

 

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

(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、

支給見込額を計上しております。

　なお、事業年度末においては、

未払従業員賞与は支払額が確定し

ているため、未払費用に含めて計

上しております。

(2)賞与引当金

同左

(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３四半期会

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

同左

(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

 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

込額のうち、当第３四半期会計期

間に発生していると認められる額

をを計上しております。 

(4)　　　 ───── (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 同左

６．四半期キャッシュ・フ

ロー計算書(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

７．その他四半期財務諸表

(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

 税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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表示方法の変更

前第３四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年５月31日）

 ───── (第３四半期貸借対照表)

　前第３四半期会計期間まで固定負債「その他」に含めて

表示しておりました「長期未払金」については、当第３四

半期会計期間において総資産額の100分の５を超えること

となったため区分掲記することとしました。

なお、前第３四半期会計期間の固定負債「その他」に含ま

れる「長期未払金」は1,958千円であります。
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(5)注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末
（平成19年５月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年５月31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

1,066,739千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,278,765千円

※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 ※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。

(1)担保に供している資産は次のとおりで

あります。

建物 463,217千円

土地 183,981千円

計 647,198千円

建物 442,852千円

土地 183,981千円

計 626,834千円

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。 (2)担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 725,000千円

一年以内返済予

定長期借入金
72,528千円

長期借入金 355,414千円

計 1,152,942千円

短期借入金 725,000千円

一年以内返済予

定長期借入金
82,676千円

長期借入金 376,058千円

計 1,183,734千円

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

213,344千円

　３．受取手形裏書譲渡高

238,207千円

　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．　　　　　　同左

 

※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３四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

づく当第３四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
2,300,000千円

借入実行残高 1,165,000千円

差引額 1,135,000千円

当座貸越限度額の

総額
2,500,000千円

借入実行残高 980,000千円

差引額 1,520,000千円

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

　 ※６．当第３四半期会計期間末日が休日(金融

機関の休日)につき、当第３四半期会計

期間末日満期手形を満期日に入・出金の

処理をする方法によっています。

　当第３四半期会計期間末日満期手形は

次のとおりです。

　

受取手形　 12,190千円　
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（四半期損益計算書関係）

前第３四半期会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

当第３四半期会計期間
(自　平成20年９月１日
至　平成20年５月31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　　　　 ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 214千円

端材売却収入 26,825千円

受取利息 1,090千円

端材売却収入 24,075千円

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 ※２．営業外費用のうち主要なもの　　　　

支払利息 12,563千円

社債利息 651千円

支払保証料 394千円

株式交付費 569千円

支払利息 17,114千円 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 ※３．特別利益のうち主要なもの　　　

固定資産売却益 419千円

貸倒引当金戻入益  236千円

貸倒引当金戻入益 19千円 固定資産売却益 419千円

貸倒引当金戻入益  1,762千円

※４．特別損失のうち主要なもの　　 ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの　　　

原材料評価損  5,848千円 固定資産除却損 85千円 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 ※５．減価償却実施額　　　　

有形固定資産 145,022千円

無形固定資産 1,388千円

有形固定資産 155,659千円

無形固定資産 1,760千円

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３四

半期の税引前第３四半期純利益に当期の

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．法人税、住民税及び事業税は、当第３四

半期の税引前第３四半期純損失に当期の

法定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。なお、過

年度法人税等還付税額の4,649千円が含

まれております。

※６．　　　　　─────
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

前第３四半期会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年５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）

当第３四半期会計
期間増加株式数

（株）

当第３四半期会計
期間減少株式数

（株）

当第３四半期会計
期間末株式数

（株）

発行済株式     

普通株式 1,700 5,100 － 6,800

合計 1,700 5,100 － 6,800

(注)普通株式の発行済株式総数の増加5,100株は、株式1株につき4株の株式分割による新株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）基準日が当第３四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３四半期会計期間末後となるもの

　該当事項はありません。

当第３四半期会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成20年５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）

当第３四半期会計
期間増加株式数

（株）

当第３四半期会計
期間減少株式数

（株）

当第３四半期会計
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３四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３四半期会計期間末後となるもの

　該当事項はありません。
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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．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

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年５月31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３四半期末残高と

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第３四半期末残高と

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５月31日現在） （平成20年５月31日現在） （平成19年８月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 259,097

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△98,719

現金及び現金同等物 160,378

 （千円）

現金及び預金勘定 562,313

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△110,974

現金及び現金同等物 451,338

 （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）

前第３四半期会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

当第３四半期会計期間
(自　平成20年９月１日
至　平成20年５月31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

　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３四半期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び第３四半期末残高相当額

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３四
半期末
残高相
当額
(千円)

車両運搬具 9,824 6,304 3,520

工具器具備品 25,687 13,361 12,325

ソフトウェア 16,751 8,096 8,654

合計 52,263 27,762 24,501

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

第３四
半期末
残高相
当額
(千円)

車両運搬具 5,677 3,292 2,385

工具器具備品 19,597 11,001 8,596

ソフトウェア 16,751 11,446 5,304

合計 42,026 25,740 16,286

 

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３四半期末残高相当額 ２．未経過リース料第３四半期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 8,249千円

１年超 16,437千円

合計 24,687千円

１年内 8,433千円

１年超 8,004千円

合計 16,437千円

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

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 7,483千円

減価償却費相当額 6,949千円

支払利息相当額 473千円

支払リース料 6,536千円

減価償却費相当額 6,161千円

支払利息相当額 332千円

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

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

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

（減損損失について）

　同左
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（有価証券関係）

前第3四半期会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年５月31日）、当第３四半期会計期間（自　平成19年９月1

日　至　平成20年５月31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）

前第3四半期会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年５月31日）、当第３四半期会計期間（自　平成19年９月1

日　至　平成20年５月31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、デリバティブ取引関係を一切しておりませんので、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

前第３四半期会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年５月31日）

該当事項はありません。

当第３四半期会計期間（自　平成19年９月1日　至　平成20年５月31日）

該当事項はありません。 
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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。 

（持分法損益等）

前第３四半期会計期間(自　平成18年９月1日　至　平成19年５月31日)、当第３四半期会計期間（自　平成19年9月1日　

至　平成20年5月31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）

前第３四半期会計期間

（自　平成18年９月１日

至　平成19年５月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成19年９月１日

至　平成20年５月31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 98,865.14円

１株当たり第３四半期純利

益金額
24,748.73円

１株当たり純資産額 116,018.23円

１株当たり第３四半期純損

失金額
5,812.22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３四半期

純利益金額については、新株予約権の残高はあ

りますが、当社株式は非上場であるため、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。　

 なお、潜在株式調整後１株当たり第３四半期

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３四半期純損失である

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。

　

 

　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

  

  

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、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。

　  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

 
前第３四半期会計期間末

（平成19年５月31日）

当第３四半期会計期間末

（平成20年５月31日）

前事業年度末

（平成19年８月31日）

純資産の部の合計額（千円） 672,282 974,553 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） 672,282 974,553 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）
6,800 8,400 8,400

 ２.　１株当たり第３四半期(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３四半期(当期)純利益

 
前第３四半期会計期間

（自　平成18年９月１日

至　平成19年５月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成19年９月１日

至　平成20年５月31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３四半期(当期)純利益又は純損失(△)

（千円）
168,291 △48,822 163,984

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る第３四半期(当期)純利益又

は純損失(△)（千円）
168,291 △48,822 163,984

期中平均株式数（株） 6,800 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３四半期(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50個）。 

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、当第3四半期会計期間末の発行数は30個となっております。
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（重要な後発事象）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成20年５月31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。 　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３四半期（自　平成19年９月１日　至　平成20年５月31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３四半期
（自　平成19年９月１日
至　平成20年５月31日）

金額（千円） 構成比（％）

オーダー加工品 726,914 62.7

企画品 391,861 33.8

その他 40,577 3.5

合計 1,159,353 100.0

　（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３四半期（自　平成19年９月１日　至　平成20年５月31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３四半期
（自　平成19年９月１日
至　平成20年５月31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 1,036,869 62.7 431,886 98.3

企画品 543,618 32.9 5,344 1.2

その他 72,386 4.4 2,325 0.5

合計 1,652,875 100.0 439,555 100.0

　（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３四半期（自　平成19年９月１日　至　平成20年５月31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３四半期
（自　平成19年９月１日
至　平成20年５月31日）

金額（千円） 構成比（％）

オーダー加工品 752,380 54.3

企画品 554,110 40.0

その他 78,309 5.7

合計 1,384,800 100.0

　（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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