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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年8月期 7,367 9.9 754 33.0 720 17.5 457 △3.5
19年8月期 6,705 19.9 567 40.8 612 55.8 474 54.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期

純利益
自己資本当期純利益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年8月期 117.98 117.94 11.0 13.5 10.2
19年8月期 122.46 122.13 12.7 12.2 8.5

（参考） 持分法投資損益 20年8月期  ―百万円 19年8月期  ―百万円

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 5,557 4,324 77.8 1,114.12
19年8月期 5,091 4,023 79.0 1,036.44

（参考） 自己資本   20年8月期  4,324百万円 19年8月期  4,023百万円

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 744 △285 △69 1,040
19年8月期 807 △125 △543 677

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額（年
間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年8月期 ― 5.00 ― 10.00 15.00 58 12.2 1.6
20年8月期 ― 8.00 ― 16.00 24.00 93 20.3 2.2

21年8月期 
（予想）

― 8.00 ― 9.00 17.00 ――― ― ―――

3.  21年8月期の連結業績予想（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期連結累計期間 3,300 △13.2 170 △63.6 190 △55.8 160 △20.9 41.22
通期 6,800 △7.7 350 △53.6 380 △47.2 320 △30.1 82.44
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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) 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（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） 

（注）詳細は、「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） 

（注）１株当たり当期純利益（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。  

新規 ― 社 （ 社名 ） 除外 ― 社 （ 社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年8月期  3,896,000株 19年8月期  3,896,000株
② 期末自己株式数 20年8月期  14,400株 19年8月期  14,400株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年8月期 4,945 △0.1 216 3.9 417 46.8 192 19.8
19年8月期 4,951 8.5 208 36.9 284 55.4 160 60.6

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

20年8月期 49.69 49.67
19年8月期 41.56 41.45

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 4,267 3,444 80.7 887.36
19年8月期 4,006 3,349 83.6 862.89

（参考） 自己資本 20年8月期  3,444百万円 19年8月期  3,349百万円

2.  21年8月期の個別業績予想（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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。  

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

第2四半期累計期間 2,300 △9.7 15 △90.7 100 △68.2 80 △24.8 20.61
通期 4,700 △5.0 30 △86.1 180 △56.9 140 △27.4 36.07
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　①当期の経営成績

  当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格の高騰による資材の値上げや円高により個人消費が伸び悩むなど、

景気は後退局面に入りました。

　当社グループの主な販売先であります電動工具業界及び自動車業界におきましても、米国におけるサブプライムロー

ン問題が影を落とし、欧州にも波及し、景気は急速に減退感を増してきました。一方、アジアでは中国を初め概ね順

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、生産設備の効率的な配置や稼働率の上昇等原価低減に努めました。

　この結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は、前期比9.9％増の73億67百万円となりました。

　品目別売上高につきましては、電動工具成形品は、中国を初めアジア、欧州での販売好調により前期比22.9％増の

40億36百万円となりました。電動工具組付品は、集塵機の新機種受注延期により前期比10.6％減の６億９百万円とな

りました。自動車部品成形品は、新規受注により前期比7.8％増の22億30百万円となりました。樹脂金型は新製品開発

が一段落したことにより前期比51.7％減の１億81百万円となりました。自社製品であります建築用資材は、前期比

12.6％減の１億２百万円となりました。その他成形品は応用機器部品の増加により前期比16.9％増の２億８百万円と

なりました。

　利益面につきましては中国での売上が増加したことにより、経常利益は前期比17.5％増の７億20百万円となりまし

たが、役員退職慰労引当金の繰入により当期純利益は前期比3.5％減の４億57百万円となりました。

　②次期の見通し

　今後の見通しにつきましては、サブプライムローン問題による北米市場の購買力の低下、価格競争による受注単価

の低下、原油価格高騰による運送コストや諸材料の価格の上昇等、ますます厳しい環境になるものと思われます。

　このような状況のなか、きめ細かい受注活動により売上増加を図るとともに生産設備、人員の効率的な配置により

原価低減をはかってまいります。

　従いまして、次期の見通しにつきましては、売上高68億円（当期比7.7％減）、営業利益３億50百万円（同53.6％減）、

経常利益３億80百万円（同47.2％減）、当期純利益３億20百万円（同30.1％減）の業績予想としております。

　売上、利益共に当期を下回る予想となっておりますが、これは、上半期におきまして、主要な販売先であります電

動工具業界・自動車業界が北米市場における販売減少から減産体制に入ったことを考慮した結果であります。しかし、

下半期におきましては、新規受注品の生産が開始されますので、売上高につきましては、上半期を上回るものの、利

益面では厳しい状況が続くものと予想しております。

(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、前期比４億66百万円増の55億57百万円となりました。これは現金及び預金が４億５百万円並びに受取

手形及び売掛金が１億32百万円増加し、投資有価証券が40百万円減少したことによるものです。

　負債合計は前期比１億64百万円増の12億32百万円となりました。これは主に役員退職慰労引当金を１億40百万円繰

入したことによるものです。

　純資産の合計は前期比３億１百万円増の43億24百万円となりました。これは主に利益剰余金が３億88百万円増加し、

為替換算調整勘定が58百万円減少したことによるものです。

②キャッシュフロー

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期比３億63百万円増の10億40百万円

となりました。

　また、当連結会計年度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前期比63百万円減の７億44百万円となりました。これは主に売上債権が１億91百万

円増加したことと役員退職慰労引当金が１億40百万円増加したことによるものです。

（投資活動によるキャッシュフロー）

　投資活動に使用した資金は前期比１億59百万円増の２億85百万円となりました。これは主に定期預金の払戻による

収入が１億88百万円減少し、定期預金の預入による支出が49百万円増加したこと、有形固定資産の取得による支出が

73百万円減少したことによるものです。

（財務活動によるキャッシュフロー）

　財務活動により使用した資金は前期比４億73百万円減の69百万円となりました。これは主に前期に行われた新株予

約権付社債の５億円の償還が当期にはなかったことによるものです。
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(参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移　

平成16年８月期 平成17年８月期 平成18年８月期 平成19年８月期 平成20年８月期

自己資本比率（％） 85.3 81.1 69.6 79.0 77.8

時価ベースの自己資本比率

（％）
37.3 55.2 79.8 67.9 52.1

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
― ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
― ― ― ― ―

　　　自己資本比率：自己資本／総資産

　　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー　

　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

　　　 (注）１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

　　　 　　 ２. 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

　　　 　　 ３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

　　　      ４．連結貸借対照表に計上されている有利子負債はありません。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　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はかることを基本方針としておりま

す。

　当期から連結当期純利益の20％の配当を行う旨目標を掲げております。当期の配当につきましては、１株当たり年

間24円（中間８円、期末16円）の普通配当を予定しております。内部留保資金につきましては、機械の更新等の設備

資金に充当する予定であります。

　また、次期の配当につきましては、厳しい業績予想のもと、１株当たり、年間17円（中間８円、期末９円）の普通

配当を予想しております。 

 

(4）事業等のリスク

  当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。なお、

文中における将来に関する事項については、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

①特定の顧客への依存

　当社グループは、プラスチック製品の成形及び加工を行っておりますが、その販売は特定の顧客に依存しておりま　

す。この特定の顧客とは、継続的かつ安定した取引関係にありますが、その顧客の生産及び販売の状況によっては、当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

②海外市場での活動において

　当社グループは、中華人民共和国に重点的な投資活動を行っておりますが、この国における政治及び経済の状況の変

化は、当社グループの業績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。当社グループは、上昇分を製品価格に転嫁で

きるように顧客に要請はしますが、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（当社及び当社の関連会社）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。

　　　事業系統図は次のとおりであります。

 

旭日塑料制品 
（昆山）有限公司 
 
（製造・販売） 

 

 

旭化学工業 

株式会社 

 

（製造・販売） 

国     内 

 

ユ ー ザ ー 

海     外 

 

ユ ー ザ ー 

製 品 

金 型 

材 料 

ロイヤリティ 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社グループは、「愛されるプラスチックメーカー」を目指して、良い考え［合理化の追求］・良い商品［信頼性

の重視］・良い職場［人間性の尊重］を社是として掲げ、「人・物・金は企業にとって限度がある。限度あるものを

最高に活かすのが事業である。」との基本理念をもとに、創業以来、企業活動を行っております。

　その基本理念のもと、社会のニーズに合った製品を造り出すための研究活動に注力し、技術力を高め、効率のよい

生産システムを確立し、お客様及び市場からの評価を高め、収益力の向上と経営基盤の強化を図ってまいります。

 

(2）目標とする経営指標

  当社は、当社グループの売上目標を100億円に設定し、毎年10％以上の増収を目指して事業活動を行っておりますが、

当期は9.9％増の73億67百万円の売上となりました。

　また、売上高売上総利益率20％を目標とし、売上の増収と共に利益率の向上を目指しております。当期は16.2％か

ら17.2％へ1.0ポイント利益率が向上しました。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

  当社グループが属するプラスチック業界は、価格競争がますます激化し、また、顧客からの価格低減も厳しさを増

しております。

　当社グループといたしましては、顧客からの要求に応えるべく、国内外共に機械設備の生産の効率化、人員の適正

配置等業務の見直しを進め、原価低減に努め、収益向上を図ってまいります。

 

(4）会社の対処すべき課題

  今後のわが国の経済は、サブプライム危機による世界金融市場の混乱や為替及び原油価格の動向による経済への影

響により、厳しい状況が続くと思われます。

　このような情勢のなか、当社グループは、引き続き新規顧客の開拓に力を注いでまいります。電動工具業界と自動

車業界への販売が、全売上の90％を超えているため、他の業界への進出を計りたいと考えております。一方、原油高

騰による資材価格の上昇、配送コストへの波及及び人件費の上昇等コスト増大要因が多く、原価低減が必須でありま

す。生産設備の最大限の有効活用、国内外の生産体制の見直し等を行い、企業体質の改善を図ってまいります。

 

(5）内部管理体制の整備・運用状況

  本事項の詳細につきましては、株式会社ジャスダック証券取引所に提出し、開示いたしました「コーポレートガバ

ナンスに関する報告書」をご参照ください。

 

 

(6）その他、会社の経営上重要な事項

  該当事項はありません。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成19年８月31日）
当連結会計年度

（平成20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   790,005   1,195,189  

２．受取手形及び売掛金 ※２  839,172   971,393  

３．たな卸資産   470,877   461,260  

４．繰延税金資産   20,198   28,980  

５．その他   29,373   16,352  

貸倒引当金   △680   △630  

流動資産合計   2,148,946 42.2  2,672,546 48.1

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産 ※１       

(1）建物及び構築物   1,011,541   992,600  

(2）機械装置及び運搬具   822,034   810,731  

(3）土地   842,118   838,893  

(4）その他   74,963   69,525  

有形固定資産合計   2,750,657 54.0  2,711,750 48.8

２．無形固定資産   13,800 0.3  13,815 0.2

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券   123,655   83,628  

(2）繰延税金資産   4,356   28,241  

(3）その他   52,944   50,677  

貸倒引当金   △3,170   △3,117  

投資その他の資産合計   177,787 3.5  159,430 2.9

固定資産合計   2,942,244 57.8  2,884,996 51.9

資産合計   5,091,191 100.0  5,557,542 100.0

        

旭化学工業㈱ 7928 平成 20 年８月期決算短信

－ 7 －



  
前連結会計年度

（平成19年８月31日）
当連結会計年度

（平成20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   731,197   709,774  

２．未払法人税等   77,446   51,972  

３．賞与引当金   31,883   36,201  

４．役員賞与引当金   11,900   11,580  

５．その他   121,105   178,721  

流動負債合計   973,533 19.1  988,249 17.8

Ⅱ　固定負債        

  １．退職給付引当金   94,613   104,153  

２．役員退職慰労引当金   －   140,566  

固定負債合計   94,613 1.9  244,719 4.4

負債合計   1,068,146 21.0  1,232,969 22.2

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

  １．資本金   671,787 13.2  671,787  

　２．資本剰余金   729,938 14.3  729,938  

　３．利益剰余金   2,453,748 48.2  2,841,823  

  ４．自己株式   △5,923 △0.1  △5,923  

 　  株主資本合計   3,849,551 75.6  4,237,626 76.2

Ⅱ  評価・換算差額等        

  １．その他有価証券
　　　評価差額金

  51,866 1.0  23,869  

  ２．為替換算調整勘定   121,626 2.4  63,077  

 　　評価・換算差額等合計   173,493 3.4  86,947 1.6

 　　純資産合計   4,023,044 79.0  4,324,573 77.8

 　　負債純資産合計   5,091,191 100.0  5,557,542 100.0
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(2）連結損益計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成19年９月１日
至　平成20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   6,705,815 100.0  7,367,894 100.0

Ⅱ　売上原価   5,620,124 83.8  6,098,829 82.8

売上総利益   1,085,690 16.2  1,269,064 17.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１       

１．荷造運搬費  103,946   107,924   

２．役員報酬  67,261   74,996   

３．給与・賞与  124,067   120,268   

４．賞与引当金繰入額  7,342   9,741   

５．役員賞与引当金繰入額  11,900   11,580   

６．役員退職慰労引当金繰入
額 

 －   5,214   

７．退職給付費用  2,205   2,903   

８．厚生費  52,056   46,567   

９．その他  149,163 517,943 7.7 135,047 514,244 7.0

営業利益   567,746 8.5  754,819 10.2

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  2,848   9,510   

２．受取配当金  1,983   2,736   

３．為替差益  35,062   －   

４．廃材売却収入  －   3,065   

５．その他  5,164 45,059 0.6 1,789 17,102 0.3

Ⅴ　営業外費用        

  １．支払利息  9   －   

２．為替差損  －   50,221   

３．その他  － 9 0.0 1,595 51,817 0.7

経常利益   612,796 9.1  720,105 9.8

Ⅵ　特別利益        

１．固定資産売却益 ※２ 260   166   

２．貸倒引当金戻入額  － 260 0.0 53 219 0.0

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産売却損 ※３ 2,475   851   

２．固定資産除却損 ※４ 160   2,773   

３．投資有価証券評価損  446   606   

４．役員退職慰労引当金繰入
額

 － 3,081 0.0 135,352 139,583 1.9

税金等調整前当期純利益   609,975 9.1  580,741 7.9

法人税、住民税及び事業税  135,782   136,954   

法人税等調整額  △157 135,625 2.0 △14,156 122,797 1.7

当期純利益   474,350 7.1  457,943 6.2
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(3）連結株主資本等変動計算書

 　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）

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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 　当連結会計年度（自 平成19年９月１日　至 平成20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19年８月31日　残高(千円) 671,787 729,938 2,453,748 △5,923 3,849,551

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － △38,816 － △38,816

剰余金の配当（中間配当額） － － △31,052 － △31,052

当期純利益 － － 457,943 － 457,943

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) － － 388,074 － 388,074

平成20年８月31日　残高(千円） 671,787 729,938 2,841,823 △5,923 4,237,626

 

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

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当 － － － △38,816

剰余金の配当（中間配当額） － － － △31,052

当期純利益 － － － 457,943

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額　（純額）
△27,997 △58,548 △86,546 △86,546

連結会計年度中の変動額合計(千円) △27,997 △58,548 △86,546 301,528

平成20年８月31日　残高(千円) 23,869 63,077 86,947 4,324,573
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年９月１日
至　平成20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

   

１．税金等調整前当期純利益  609,975 580,741

２．減価償却費  231,883 280,172

３．賞与引当金の増減額(減
少：△)

 4,521 4,517

４．役員賞与引当金の増減額
(減少:△） 

 1,910 △320

５．退職給付引当金の増減額
(減少：△)

 7,579 9,539

６．役員退職慰労引当金の増
減額(減少：△)

 － 140,566

７．貸倒引当金の増減額(減
少：△)

 △100 △103

８．受取利息及び受取配当金  △4,832 △12,247

９．投資有価証券評価損  446 606

10．為替差損益(差益：△)  2,383 8,668

11. 支払利息  9 －

12．有形固定資産売却損  2,475 851

13．有形固定資産除却損  160 2,773

14．有形固定資産売却益  △260 △166

15．売上債権の増減額(増
加：△)

 49,022 △142,457

16．たな卸資産の増減額(増
加：△)

 △40,241 △63

17．その他流動資産の増減額
(増加：△)

 38,518 14,673

18．仕入債務の増減額(減
少：△)

 20,781 △7,090

19．未払費用の増減額(減
少：△)

 2,648 15,782

20．未払消費税等の増減額
(減少：△)

 21,841 △4,721

21．その他流動負債の増減額
(減少：△)

 12,090 3,003

22．その他の増減額(増加：
△)

 － 8

小計  960,813 894,736

23．利息及び配当金の受取額  4,914 11,872

24．利息の支払額  △9 －

25．法人税等の支払額  △158,095 △162,144

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 807,622 744,464
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年９月１日
至　平成20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

   

１．定期預金の預入による支
出

 △148,000 △197,534

２．定期預金の払戻による収
入

 344,000 156,000

３．投資有価証券の取得によ
る支出

 △6,725 △7,084

４．その他投資等の取得によ
る支出

 △2,851 △295

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

 △304,793 △231,697

７．有形固定資産の売却によ
る収入

 1,016 658

８．無形固定資産の取得によ
る支出

 △8,550 △5,429

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △125,904 △285,329

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 －

２．自己株式取得による支出  △361 －

３．ストックオプションの権
利行使による収入

 7,291 －

４．配当金の支払額  △50,249 △69,521

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △543,320 △69,521

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 13,751 △25,964

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額

 152,149 363,649

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 524,855 677,005

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

※１ 677,005 1,040,654
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 
前連結会計年度

（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年９月１日
至　平成20年８月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　１社

旭日塑料制品（昆山）有限公司

同左

２．持分法の適用に関する事

項

該当ありません。 同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社、旭日塑料制品（昆山）有限公

司の決算日は12月31日であります。

連結財務諸表の作成に当たっては、６月30

日現在で本決算に準じた仮決算を行い作成

した財務諸表を使用しております。ただし

７月１日から連結決算日までの期間に生じ

た重要な取引については、連結上必要な調

整を行っております。

同左

４．会計処理基準に関する事

項

  

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結会計年度末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資産直入

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

 時価のないもの

移動平均法による原価法

 たな卸資産

時価のないもの

同左

 たな卸資産

 製品・仕掛品

成形・組付品～総平均法による原価法

樹脂金型～個別法による原価法

製品・仕掛品

同左

 原材料

総平均法による原価法

原材料

同左
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年９月１日
至　平成20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。

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。

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、当連結会計年

度より、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、

減価償却に含めて計上しております。

     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13,897千円減少しており

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。

旭化学工業㈱ 7928 平成 20 年８月期決算短信

－ 15 －



 
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）

当連結会計年度
（自　平成19年９月１日
至　平成20年８月31日）

(3）重要な引当金の計上基

準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

貸倒引当金

同左

 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、当連

結会計年度に負担すべき支給見込額に基

づき計上しております。

賞与引当金

同左

  役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充て

るため、支給見込額に基づき計上してお

ります。

 役員賞与引当金

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。

退職給付引当金

同左

 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連結会計

年度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

連結会計年度より、役員退職慰労金規程

に基づく当連結会計年度末要支給額を役

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、当連結会計年度発生

額5,214千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5,214千

円減少し、税金等調整前当期純利益は

140,566千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）

当連結会計年度
（自　平成19年９月１日
至　平成20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、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

(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

 

 

 

 

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜き方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価について

は、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなっ

ております。

同左
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表示方法の変更

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）

当連結会計年度
（自　平成19年9月１日
至　平成20年8月31日）

―――――  （連結損益計算書）

　  前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて

表示しておりました「廃材売却収入」は、営業外収益の

総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度における「廃材売却収入」の金

額は2,813千円であります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年８月31日）

当連結会計年度
（平成20年８月31日）

※１　減価償却累計額　　　　　        3,180,078千円

※２　　　　　　　　　―――――

※１　減価償却累計額　　　　　        3,382,284千円

※２　連結会計年度末日満期手形

　連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理をしております。なお、

当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残

高に含まれております。

受取手形及び売掛金　　　　　　　　　2,024千円

（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年９月１日
至　平成20年８月31日）

※１　研究開発費の総額 ※１　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 5,289千円 一般管理費に含まれる研究開発費     5,079千円

※２　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ※２　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

車両運搬具     260千円

合計            260千円

車両運搬具        166千円

合計            166千円

※３　固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 ※３　固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

機械装置          2,475千円

合計          2,475千円

機械装置            600千円

車両運搬具             90千円

工具器具備品            159千円

合計            851千円

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

車両運搬具   72千円

工具器具備品     87千円

合計            160千円

建物     320千円

機械装置     1,955千円

車両運搬具     40千円

工具器具備品       457千円

合計          2,773千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

 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）２．３ 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り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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 当連結会計年度（自 平成19年９月１日　至 平成20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 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

平成20年４月10日

取締役会
普通株式 31,052 8.00 平成20年２月29日 平成20年５月27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20年11月27日

定時株主総会
普通株式 62,105 利益剰余金 16.00 平成20年８月31日 平成20年11月28日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年９月１日
至　平成20年８月31日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成19年8月31日現在） （平成20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
 △113,000千円

    677,005千円

現金及び預金勘定  1,195,189千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預

金
 △154,534千円

  1,040,654千円

（リース取引関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年９月１日
至　平成20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

（有価証券関係）

その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前連結会計年度（平成19年８月31日） 当連結会計年度（平成20年８月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 36,409 122,737 86,328 43,495 83,145 39,650

(2）債券       

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 36,409 122,737 86,328 43,495 83,145 39,650

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 1,089 918 △171 483 483 －

(2）債券       

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 1,089 918 △171 483 483 －

合計 37,498 123,655 86,157 43,978 83,628 39,650
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（デリバティブ取引関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年９月１日
至　平成20年８月31日）

当社グループはデリバティブ取引を全く行っておりません

ので、該当事項はありません。

同左

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

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

２．退職給付債務及びその内訳

 
前連結会計年度

（平成19年８月31日）
当連結会計年度

（平成20年８月31日）

(1）退職給付債務（千円） △205,325 △222,739

(2）年金資産（千円） 141,873 136,051

(3）未認識数理計算上の差異（千円） △31,161 △17,465

(4）退職給付引当金（千円）(1)＋(2)＋(3) △94,613 △104,153

３．退職給付費用の内訳

 
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）

当連結会計年度
（自　平成19年９月１日
至　平成20年８月31日）

(1）勤務費用（千円） 14,718 15,477

(2）利息費用（千円） 3,822 4,454

(3）期待運用収益（千円） △1,032 △1,020

(4）数理計算上の差異処理額（千円） △3,866 △3,040

(5）退職給付費用（千円）

(1)＋(2)＋(3)＋(4)
13,641 15,871

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
前連結会計年度

（平成19年８月31日）
当連結会計年度

（平成20年８月31日）

(1）割引率（％） 2.0 2.0

(2）期待運用収益率（％） 0.75 0.75

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

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

  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 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

 （１）ストック・オプションの内容

平成15年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

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

びに従業員29名

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

付与日 平成15年12月25日 平成17年12月21日

権利確定条件
行使日において、当社の取締役及び従業員

であること 

行使日において、当社の取締役及び常勤

監査役、並びに従業員であること 

対象勤務期間
自 平成15年12月25日 

至 平成17年11月30日

自 平成17年12月21日

至 平成19年12月２日

権利行使期間
自 平成17年12月１日 

至 平成21年11月30日

自 平成19年12月３日 

至 平成23年12月２日

 （注）株式数に換算して記載しております。

 

 （２）ストック・オプションの規模及びその変動状況

 　　当連結会計年度（平成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 －

 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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  当連結会計年度（自 平成19年９月１日　至 平成20年８月31日）

 １ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

 （１）ストック・オプションの内容

平成15年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

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

びに従業員29名

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

付与日 平成15年12月25日 平成17年12月21日

権利確定条件
行使日において、当社の取締役及び従業員

であること 

行使日において、当社の取締役及び常勤

監査役、並びに従業員であること 

対象勤務期間
自 平成15年12月25日 

至 平成17年11月30日

自 平成17年12月21日

至 平成19年12月２日

権利行使期間
自 平成17年12月１日 

至 平成21年11月30日

自 平成19年12月３日 

至 平成23年12月２日

 （注）株式数に換算して記載しております。

 

 （２）ストック・オプションの規模及びその変動状況

 　　当連結会計年度（平成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 － 128,000

未確定残 － －

権利確定後　　　　　　（株）   

前連結会計年度末 2,000 －

権利確定 － 128,000

権利行使 － －

失効 － 2,000

未行使残 2,000 126,000

 ②単価情報

平成15年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　（円） 317 878

行使時平均株価　　　　（円） － －

公正な評価単価（付与日)(円） － －
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（税効果会計関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年９月１日
至　平成20年８月31日）

①　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

①　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産  

貸倒引当金繰入限度超過額 218千円

賞与引当金繰入限度超過額   12,572千円

減価償却超過額  1,888千円

退職給付引当金損金算入限度超過額   37,656千円

たな卸資産評価損    4,095千円

未払事業税  6,210千円

その他   14,621千円

　小　計   77,263千円

評価性引当額 △18,417千円

繰延税金資産合計   58,845千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金  34,290千円

繰延税金負債合計   34,290千円

繰延税金資産の純額   24,555千円

繰延税金資産  

貸倒引当金    250千円

賞与引当金   13,983千円

減価償却超過額    2,569千円

退職給付引当金   41,453千円

役員退職慰労引当金   55,945千円

たな卸資産評価損    5,665千円

未払事業税   9,801千円

その他   19,245千円

　小　計  148,913千円

評価性引当額 △75,911千円

繰延税金資産合計   73,002千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金   15,780千円

繰延税金負債合計   15,780千円

繰延税金資産の純額   57,221千円

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。

繰延税金資産  

流動資産  20,198千円

固定資産   4,356千円

繰延税金資産  

流動資産  28,980千円

固定資産  28,241千円

②　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

②　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 39.8％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4％

受取配当等永久に益金に算入されない項目 △0.1％

住民税均等割 0.5％

評価性引当金 0.2％

親子会社間の税率格差 △19.3％

その他 0.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 21.8％

法定実効税率 　39.8％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 　0.4％

受取配当等永久に益金に算入されない項目 △0.1％

住民税均等割 　0.5％

評価性引当金 　9.9％

親子会社間の税率格差 △24.3％

子会社からの配当課税 9.9％

外国税額控除 △13.5％

その他 △1.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 　21.1％
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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の製造販売を行っ

ており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成19年９月１日　至平成20年８月31日）

　当社グループはプラスチック製品関係の専門メーカーとして、同一セグメントに属する電動工具及び自動

車部品の樹脂成形、電動工具の組付、樹脂金型の設計製作、並びに自社製品である建築資材の製造販売を行っ

ており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成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

Ⅱ 資産 4,006,999 1,905,914 5,912,913 △821,722 5,091,191

(注) １．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能資産はありません。

４．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項４．(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。 

当連結会計年度（自平成19年９月１日　至平成20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 4,945,899 2,421,994 7,367,894 － 7,367,894

 (2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 711,721 711,721 △711,721 －

計 4,945,899 3,133,716 8,079,615 △711,721 7,367,894

営業費用 4,729,385 2,639,866 7,369,251 △756,177 6,613,074

営業利益 216,513 493,849 710,363 44,456 754,819

Ⅱ 資産 4,267,151 2,088,422 6,355,574 △798,031 5,557,542

(注) １．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能資産はありません。

４．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項４．(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、当社は、当連結会計年度より、法人税法の改正に伴い平成19年３月31

日以前に取得した有形固定資産については、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、減価償却に含めて計上しております。この変更に伴い、従来の方法に比

べ、「日本」の営業費用は13,897千円増加し、営業利益は同額減少しております。 
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５．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項４．(3)重要な引当金の計上基準の役員退職慰労

引当金」に記載のとおり、当社は、当連結会計年度より、役員退職慰労金規程に基づく当連結会計年

度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。この変更により、従来

の方法に比べ、「日本」の営業費用は5,214千円増加し、営業利益は同額減少しております。 

ｃ．海外売上高

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。

当連結会計年度（自平成19年９月１日　至平成20年８月31日）

中　国
（千円）

計
（千円）

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,421,994 2,421,994

Ⅱ 連結売上高（千円） － 7,367,894

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％）
32.9 32.9

(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。

  （企業結合等関係）

　      該当事項はありません。

 

（関連当事者との取引）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年９月１日
至　平成20年８月31日）

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株当たり当期

純利益金額
     122円13銭

１株当たり純資産額      1,114円12銭

１株当たり当期純利益金額         117円98銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
        117円94銭

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

 
前連結会計年度

（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年９月１日
至　平成20年８月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 474,350 457,943

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 474,350 457,943

期中平均株式数（千株） 3,873 3,881

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（千株） 10 1

（うち新株予約権） (10) (1)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

────── 平成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）

　該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年８月31日）
当事業年度

（平成20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   271,136   565,667  

２．受取手形 ※２  36,420   28,502  

３．売掛金   632,295   591,164  

４．製品   129,263   135,691  

５．原材料   54,561   75,289  

６．仕掛品   55,021   49,256  

７．前払費用   6,808   3,903  

８．繰延税金資産   19,899   28,624  

９．未収収益   1   376  

10．その他   16,339   14,664  

貸倒引当金   △680   △630  

流動資産合計   1,221,068 30.5  1,492,511 35.0

Ⅱ　固定資産        

(1）有形固定資産        

１．建物  1,330,920   1,377,109   

減価償却累計額  658,504 672,415  692,518 684,591  

２．構築物  71,426   71,426   

減価償却累計額  56,906 14,520  59,273 12,153  

３．機械装置  1,961,244   2,025,284   

減価償却累計額  1,644,540 316,703  1,698,040 327,243  

４．車両運搬具  49,398   51,343   

減価償却累計額  34,847 14,551  39,078 12,265  

５．工具器具備品  649,561   676,416   

減価償却累計額  590,340 59,221  629,205 47,211  

６．土地   790,496   790,496  

７．建設仮勘定   －   645  

有形固定資産合計   1,867,908 46.6  1,874,606 43.9
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前事業年度

（平成19年８月31日）
当事業年度

（平成20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
（％）

(2）無形固定資産        

１．借地権   1,045   1,045  

２．電話加入権   1,362   1,362  

無形固定資産合計   2,408 0.1  2,408 0.1

(3）投資その他の資産        

１．投資有価証券   123,655   83,628  

２．出資金   300   300  

３．関係会社出資金   738,740   738,740  

４．長期前払費用   5,785   3,664  

５．繰延税金資産   4,356   28,241  

６．会員権等   6,600   6,600  

７．保険積立金   35,956   36,232  

８．その他   3,388   3,335  

貸倒引当金   △3,170   △3,117  

投資その他の資産合計   915,613 22.8  897,625 21.0

固定資産合計   2,785,930 69.5  2,774,640 65.0

資産合計   4,006,999 100.0  4,267,151 100.0
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前事業年度

（平成19年８月31日）
当事業年度

（平成20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 ※１  346,498   333,748  

２．未払費用   79,516   84,017  

３．未払法人税等   70,540   44,910  

４．未払消費税等   20,709   13,420  

５．預り金   6,172   15,063  

６．賞与引当金   27,000   30,000  

７．役員賞与引当金   11,850   11,530  

８．設備未払金   －   44,298  

９．その他   720   1,068  

流動負債合計   563,007 14.0  578,057 13.6

Ⅱ　固定負債        

  １．退職給付引当金   94,613   104,153  

２．役員退職慰労引当金   －   140,566  

固定負債合計   94,613 2.4  244,719 5.7

負債合計   657,621 16.4  822,776 19.3
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前事業年度

（平成19年８月31日）
当事業年度

（平成20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
（％）

（純資産の部）        

Ｉ　株主資本        

 (1) 資本金   671,787 16.7  671,787 15.7

 (2) 資本剰余金        

 １． 資本準備金  717,689   717,689   

 ２． その他資本剰余金  12,248   12,248   

 　　資本剰余金合計   729,938 18.2  729,938 17.1

 (3) 利益剰余金        

 １． 利益準備金  56,150   56,150   

 ２． その他利益剰余金        

別途積立金  1,604,000   1,604,000   

繰越利益剰余金  241,558   364,552   

 　　利益剰余金合計   1,901,708 47.5  2,024,702 47.5

 (4) 自己株式   △5,923 △0.1  △5,923 △0.1

 　　　株主資本合計   3,297,510 82.3  3,420,505 80.2

 Ⅱ　評価・換算差額等        

 (1) その他有価証券評価差額
金

  51,866   23,869 0.5

 　　評価・換算差額等合計   51,866 1.3  23,869 0.5

 　　純資産合計   3,349,377 83.6  3,444,374 80.7

 　　負債純資産合計   4,006,999 100.0  4,267,151 100.0

        

旭化学工業㈱ 7928 平成 20 年８月期決算短信

－ 33 －



(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

当事業年度
（自　平成19年９月１日
至　平成20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  4,951,812 100.0  4,945,899 100.0

Ⅱ　売上原価        

１．製品期首たな卸高  128,621   129,263   

２．当期商品仕入高  383   281   

３．当期製品製造原価  4,349,810   4,350,131   

合計  4,478,816   4,479,675   

４．他勘定振替高 ※１ 34,382   45,426   

５．製品期末たな卸高  129,263 4,315,171 87.1 135,691 4,298,557 86.9

売上総利益   636,641 12.9  647,342 13.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２       

１．広告宣伝費  6,087   1,383   

２．荷造運搬費  99,062   103,274   

３．役員報酬  64,104   71,853   

４．給与・賞与  111,542   107,214   

５．賞与引当金繰入額  6,480   7,590   

６．役員賞与引当金繰入額  11,850   11,530   

７．役員退職慰労引当金繰入
額 

 －   5,214   

８．退職給付費用  2,205   2,903   

９．厚生費  27,631   27,551   

10．消耗品費  13,707   10,753   

11．接待交際費  4,537   3,835   

12．支払手数料  26,164   27,538   

13．租税公課  10,343   11,707   

14．減価償却費  9,984   8,378   

15．その他  34,563 428,263 8.7 30,100 430,828 8.7

営業利益   208,377 4.2  216,513 4.4
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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）

当事業年度
（自　平成19年９月１日
至　平成20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
（％）

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  404   3,604   

２．受取配当金  ※３ 1,983   146,991   

３．受取ロイヤリティ  ※３ 52,877   60,840   

４．為替差益  15,576   －   

５．その他  5,164 76,007 1.5 4,842 216,279 4.3

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  9   －   

２．為替差損  － 9 0.0 15,189 15,189 0.3

経常利益   284,376 5.7  417,604 8.4

Ⅵ　特別利益        

１．固定資産売却益 ※４ 210   －   

２．貸倒引当金戻入額  － 210 0.0 53 53 0.0

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産売却損 ※５ 974   90   

２．固定資産除却損 ※６ 160   2,773   

３．投資有価証券評価損  446   606   

４．役員退職慰労引当金繰入
額

 － 1,581 0.0 135,352 138,822 2.8

税引前当期純利益   283,005 5.7  278,834 5.6

法人税、住民税及び事業税  121,895   100,071   

法人税等調整額  141 122,037 2.4 △14,100 85,971 1.7

当期純利益   160,967 3.3  192,863 3.9
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製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

当事業年度
（自　平成19年９月１日
至　平成20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
（％）

Ⅰ　材料費   1,942,823 44.6  2,064,088 47.5

Ⅱ　労務費   482,915 11.1  516,187 11.9

Ⅲ　経費        

１．外注加工費  1,583,375   1,361,760   

２．減価償却費  144,043   186,497   

３．その他  203,568 1,930,986 44.3 215,832 1,764,090 40.6

当期総製造費用   4,356,725 100.0  4,344,366 100.0

期首仕掛品たな卸高   48,106   55,021  

期末仕掛品たな卸高   55,021   49,256  

当期製品製造原価   4,349,810   4,350,131  

        

　（注）

項目 前事業年度 当事業年度

原価計算の方法 　総合原価計算を採用しております。
　ただし、金型は個別原価計算を採用して
おります。

同左
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（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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当事業年度（自平成19年９月１日　至平成20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

事業年度中の変動額

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

剰余金の配当　

（中間配当額）
－ － － － － － △31,052 △31,052 － △31,052

当期純利益 － － － － － － 192,863 192,863 － 192,863

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）
－ － － － － － 122,994 122,994 － 122,994

平成20年８月31日残

高（千円）
671,787 717,689 12,248 729,938 56,150 1,604,000 364,552 2,024,702 △5,923 3,420,505

 

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

事業年度中の変動額

剰余金の配当 － － △38,816

剰余金の配当　　

（中間配当額）
－ － △31,052

当期純利益 － － 192,863

株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額（純額）

△27,997 △27,997 △27,997

事業年度中の変動額

合計（千円）
△27,997 △27,997 94,997

平成20年８月31日　

残高 (千円）
23,869 23,869 3,444,374
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

当事業年度
（自　平成19年９月１日
至　平成20年８月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

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）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 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

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

製品・仕掛品

成形・組付品～総平均法による原価法

樹脂金型～個別法による原価法

製品・仕掛品

同左

 原材料

総平均法による原価法

原材料

同左

３．固定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。

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 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。

機械装置　　　　　　　８～10年

 （追加情報）

　  法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

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事業年度か

ら５年間にわたり均等償却し、減価償却

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

引前当期純利益は、それぞれ13,897千円

減少しております。

４．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、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
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項目
前事業年度

（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

当事業年度
（自　平成19年９月１日
至　平成20年８月31日）

５．引当金の計上基準 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

貸倒引当金

同左

 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、当期

に負担すべき支給見込額に基づき計上し

ております。

賞与引当金

同左

  役員賞与引当金

 役員に対して支給する賞与の支出に充て

るため、支給見込額に基づき計上してお

ります。                       

 役員賞与引当金

同左

 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末

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。

退職給付引当金

同左

 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期から処理すること

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事業年度

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

事業年度より、役員退職慰労金規程に基

づく当事業年度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、当事業年度発生額

5,214千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5,214千

円減少し、税引前当期純利益は140,566

千円減少しております。
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項目
前事業年度

（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

当事業年度
（自　平成19年９月１日
至　平成20年８月31日）

６．重要なリース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

 同左

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

税抜き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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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年８月31日）

当事業年度
（平成20年８月31日）

※１．関係会社項目

　　　関係会社に対する負債には、次のものがあります。

買掛金　　　　　　　　　          53,442千円　

※２　　　　　　　　　―――――

※１．関係会社項目

　　　関係会社に対する負債には、次のものがあります。

買掛金　　　　　　　　　          49,607千円　

※２．期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。なお、当期末日が

金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形

が期末残高に含まれております。

受取手形　　　　　　　　　　　　　 2,024千円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

当事業年度
（自　平成19年９月１日
至　平成20年８月31日）

※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

建設仮勘定　　　　　　　　　      34,382千円 建設仮勘定　　　　　　　　　      45,426千円

※２．研究開発費の総額 ※２．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費　   5,289千円 一般管理費に含まれる研究開発費　   5,079千円

 ※３．関係会社に対するものは、次のとおりであります。  ※３．関係会社に対するものは、次のとおりであります。

受取ロイヤリティ　　　            52,877千円 受取配当金　　　                 144,255千円

受取ロイヤリティ　　　            60,840千円

 ※４．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。  ※４．　　　　　　――――――　　　　　

車両運搬具    210千円

合計           210千円

　　　　　       

             

 ※５．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。  ※５．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

機械装置        974千円

合計           974千円

車両運搬具           90千円

合計            90千円

※６．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※６．固定資産除却損の内訳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    87千円

合計           160千円

建物     320千円

機械装置     1,955千円

車両運搬具     40千円

工具器具備品      457千円

合計         2,773千円
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（株主資本等変動計算書関係）

 　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

前期末株式数

（千株）

当期増加株式数

（千株）

当期減少株式数

（千株）

当期末株式数

（千株）

  自己株式     

       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。

 　当事業年度（自　平成19年9月1日　　至　平成20年8月31日）

 　自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数

（千株）

当期増加株式数

（千株）

当期減少株式数

（千株）

当期末株式数

（千株）

  自己株式     

 　普通株式　 14 － － 14

 合計 14 － － 14
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（リース取引関係）

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１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。

当事業年度（自平成19年９月１日　至平成20年８月31日）

　リース契約１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。

当事業年度（平成20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。

（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

当事業年度
（自　平成19年９月１日
至　平成20年８月31日）

①　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

①　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産  

貸倒引当金繰入限度超過額     218千円

賞与引当金繰入限度超過額 12,572千円

減価償却超過額   1,888千円

退職給付引当金損金算入限度超過額  37,656千円

たな卸資産評価損   4,095千円

未払事業税  6,210千円

その他  14,322千円

　小　計  76,964千円

評価性引当額 △18,417千円

繰延税金資産合計  58,546千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金  34,290千円

繰延税金負債合計  34,290千円

繰延税金資産の純額  24,256千円

繰延税金資産  

貸倒引当金     250千円

賞与引当金   13,983千円

減価償却超過額    2,569千円

退職給付引当金  41,453千円

役員退職慰労引当金  55,945千円

たな卸資産評価損    5,665千円

未払事業税   9,801千円

その他   18,890千円

　小　計  148,558千円

評価性引当額 △75,911千円

繰延税金資産合計   72,647千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金   15,780千円

繰延税金負債合計   15,780千円

繰延税金資産の純額   56,866千円

②　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 39.8％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9％

受取配当等永久に益金に算入されない項目 △0.1％

住民税均等割 1.1％

評価性引当金 0.4％

その他 1.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.1％

②　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 39.8％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9％

受取配当等永久に損金に算入されない項目 △0.2％

住民税均等割 1.0％

評価性引当金 20.6％

外国税額控除 △28.1％

過年度未払法人税等戻入額 △1.8％

その他 △1.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.8％
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

当事業年度
（自　平成19年９月１日
至　平成20年８月31日）

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株当たり当期

純利益金額
    41円45銭

１株当たり純資産額          887円36銭

１株当たり当期純利益金額        49円69銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
      49円67銭

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

 
前事業年度

（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

当事業年度
（自　平成19年９月１日
至　平成20年８月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 160,967 192,863

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 160,967 192,863

期中平均株式数（千株） 3,873 3,881

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（千株） 10 1

（うち新株予約権） (10) (1) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

────── 平成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）

　該当事項はありません。

旭化学工業㈱ 7928 平成 20 年８月期決算短信

－ 45 －



６．その他
(1）代表取締役の異動

　　該当事項はありません。

 

(2）その他の役員の異動（平成20年11月27日予定）

　　　退任予定監査役　　　常勤監査役　　杉浦鑛一

 

(3）その他

　　該当事項はありません。
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