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1.  平成21年8月期第1四半期の連結業績（平成20年9月1日～平成20年11月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年8月期第1四半期 1,752 ― 118 ― 92 ― 75 ―
20年8月期第1四半期 1,963 19.6 256 65.0 236 50.4 39 △66.7

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年8月期第1四半期 19.59 19.59
20年8月期第1四半期 10.30 10.30

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

21年8月期第1四半期 5,448 4,309 79.1 1,120.81
20年8月期 5,557 4,324 77.8 1,114.12

（参考） 自己資本   21年8月期第1四半期  4,309百万円 20年8月期  4,324百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有   

1株当たり配当金

（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

20年8月期 ― 8.00 ― 16.00 24.00
21年8月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年8月期（予想） ――― 4.00 ― 5.00 9.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 2,900 △23.7 130 △72.1 120 △72.1 100 △50.5 25.89
通期 5,000 △32.1 180 △76.1 200 △72.2 160 △65.0 41.43

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

詳細は、３ページ「定性的情報・財務諸表等」４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

詳細は、３ページ「定性的情報・財務諸表等」４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（１）平成20年10月10日に公表しました配当予想及び連結業績予想は、第２四半期、通期とも本資料において修正しております。詳細につきましては、本日平成21年１月
13日公表の「平成21年８月期中間及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」及び「平成21年８月期第２四半期（連結・個別）業績予想との差異及び通期（連結・個別）
業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
（２）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、上記数値と異なる場合があります。 
（３）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年8月期第1四半期  3,896,000株 20年8月期  3,896,000株
② 期末自己株式数 21年8月期第1四半期  50,900株 20年8月期  14,400株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年8月期第1四半期  3,862,400株 20年8月期第1四半期  3,881,600株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

  当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原材料の高騰や米国に端を発したサブプライムローン問題を背

景として、世界的な金融市場の混乱により、景気は急に減速感を増してきました。

　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も、個人消費の停滞により販売計

画の修正、生産計画の縮小等景気は深刻な状況となってきました。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は17億52百万円となり、経常利益は92百万円、

四半期純利益は75百万円となりました。

　品目別売上高につきましては、景気後退による受注減少のため電動工具成形品は８億91百万円、電動工具組付品は

１億50百万円、自動車部品成形品は５億32百万円となりました。また、樹脂金型は96百万円、自社製品であります建

築用資材は22百万円、その他成形品は58百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は、54億48百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億９百万円減少

しました。変動の主な内容は、以下のとおりであります。

　流動資産は、受取手形及び売掛金が１億３百万円増加しましたが、現金及び預金が１億90百万円減少したことによ

り、前連結会計年度末に比べ61百万円減少し、26億10百万円となりました。固定資産は、新規設備投資が少なかった

ため有形固定資産が38百万円減少したことにより、前連結会計年度末に比べ47百万円減少し28億37百万円となりまし

た。負債は、買掛金が48百万円減少したこと及び未払法人税等が30百万円減少したことにより、前連結会計年度末に

比べ94百万円減少し11億38百万円となりました。純資産は、自己株式を16百万円取得したことにより、前連結会計年

度末に比べ14百万円減少し43億９百万円となりました。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期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

１億37百万円減少し、９億３百万円となりました。

　各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前純利益を92百万円及び減価償却費を62百万円計上しましたが、

売上債権が１億２百万円増加したこと及び仕入債務が49百万円減少したことと相殺され、法人税等の支払額が52百万

円発生したことにより、24百万円の資金の減少となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の純収入が53百万円ありましたが、有形固定資産の取得が64百万

円あったため、19百万円の資金の減少となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払が54百万円及び自己株式の取得が16百万円あったことにより、

71百万円の資金の減少となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　最近の業績動向を踏まえ、平成20年10月10日に公表した平成21年８月期の業績予想を修正しております。なお、詳

細につきましては、本日平成21年１月13日公表の「平成21年８月期第２四半期累計期間（連結・個別）業績予想との

差異及び通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。　

　連結業績予想は、当社が現時点で入手した見通しであり、実際の業績等は、業況の変化等により、予想数値と異な

る場合があります。今後修正の必要が生じた場合は、適時かつ適切に開示してまいります。
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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）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　１．たな卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地

たな卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。

　２．固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出しておりま

す。

（３）四半期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

　１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　２．当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）を適用してお

ります。

　これにより、従来の方法に比較し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ5,822千

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。

　３．当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号）を適用しております。

　これによる損益への影響はありません。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,005,136 1,195,189

受取手形及び売掛金 1,075,201 971,393

製品 178,532 196,328

原材料 191,947 180,014

仕掛品 81,697 84,918

繰延税金資産 33,818 28,980

その他 44,951 16,352

貸倒引当金 △610 △630

流動資産合計 2,610,675 2,672,546

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 981,556 992,600

機械装置及び運搬具（純額） 788,270 810,731

土地 838,745 838,893

その他（純額） 64,688 69,525

有形固定資産合計 2,673,260 2,711,750

無形固定資産 13,048 13,815

投資その他の資産   

投資有価証券 64,832 83,628

繰延税金資産 39,222 28,241

その他 50,110 50,677

貸倒引当金 △3,086 △3,117

投資その他の資産合計 151,079 159,430

固定資産合計 2,837,388 2,884,996

資産合計 5,448,063 5,557,542

負債の部   

流動負債   

買掛金 661,186 709,774

未払法人税等 21,072 51,972

賞与引当金 59,345 36,201

役員賞与引当金 13,705 11,580

その他 134,265 178,721

流動負債合計 889,575 988,249

固定負債   

退職給付引当金 107,231 104,153

役員退職慰労引当金 141,643 140,566

固定負債合計 248,874 244,719

負債合計 1,138,449 1,232,969
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 671,787 671,787

資本剰余金 729,938 729,938

利益剰余金 2,855,381 2,841,823

自己株式 △22,587 △5,923

株主資本合計 4,234,519 4,237,626

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,646 23,869

為替換算調整勘定 67,447 63,077

評価・換算差額等合計 75,094 86,947

純資産合計 4,309,614 4,324,573

負債純資産合計 5,448,063 5,557,542
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 1,752,637

売上原価 1,512,462

売上総利益 240,174

販売費及び一般管理費 122,089

営業利益 118,085

営業外収益  

受取利息 3,470

受取配当金 480

その他 975

営業外収益合計 4,925

営業外費用  

為替差損 30,585

その他 288

営業外費用合計 30,874

経常利益 92,136

特別利益  

貸倒引当金戻入額 31

特別利益合計 31

特別損失  

投資有価証券評価損 147

特別損失合計 147

税金等調整前四半期純利益 92,020

法人税、住民税及び事業税 21,450

法人税等調整額 △5,093

法人税等合計 16,356

四半期純利益 75,663
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 92,020

減価償却費 62,042

賞与引当金の増減額（△は減少） 23,127

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 2,125

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,077

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,077

貸倒引当金の増減額（△は減少） △51

受取利息及び受取配当金 △3,950

投資有価証券評価損益（△は益） 147

為替差損益（△は益） 23,563

売上債権の増減額（△は増加） △102,627

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,632

その他の流動資産の増減額（△は増加） △24,198

仕入債務の増減額（△は減少） △49,596

未払費用の増減額（△は減少） △1,166

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,908

その他の流動負債の増減額（△は減少） △3,787

小計 24,526

利息及び配当金の受取額 3,389

法人税等の支払額 △52,369

営業活動によるキャッシュ・フロー △24,453

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △43,000

定期預金の払戻による収入 96,000

投資有価証券の取得による支出 △8,297

有形固定資産の取得による支出 △64,041

投資その他の資産の増減額（△は増加） △40

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,379

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △16,663

配当金の支払額 △54,470

財務活動によるキャッシュ・フロー △71,134

現金及び現金同等物に係る換算差額 △22,209

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △137,177

現金及び現金同等物の期首残高 1,040,654

現金及び現金同等物の四半期末残高 903,477
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年９月１日　至平成20年11月30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

当第１四半期連結累計期間（自平成20年９月１日　至平成20年11月30日）

日　本
（千円）

中　国
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連　結
（千円）

  売上高

 (1)外部顧客に対する売上高 1,138,642 613,995 1,752,637 － 1,752,637

 (2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 168,111 168,111 △168,111 －

計 1,138,642 782,106 1,920,748 △168,111 1,752,637

営業利益 8,181 95,018 103,200 14,884 118,085

(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．「四半期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」２に記載のとおり、当第１

四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月

５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法に比較し、営業利益が日本で5,822千円減

少しております。 

ｃ．海外売上高

 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年９月１日　至平成20年11月30日）

中　国
（千円）

計
（千円）

Ⅰ 海外売上高（千円） 613,995 613,995

Ⅱ 連結売上高（千円） － 1,752,637

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％）
35.0 35.0

(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。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当社は、平成20年10月10日開催の取締役会において決議された自己株式の取得につき、以下のとおり買付けい

たしました。

　①買付期間　　　　　　　　　自　平成20年10月14日　至　平成20年11月30日

　②取得した株式の種類　　　　当社普通株式

　③取得した株式の総数　　　　36,500株

　④取得した株式の総額　　　　16,663千円
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年８月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,963,064

Ⅱ　売上原価 1,574,517

売上総利益 388,547

Ⅲ　販売費及び一般管理費 131,837

営業利益 256,709

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息　 1,680

２．受取配当金　 480

３．その他　 574

営業外収益合計 2,735

Ⅴ　営業外費用  

１．為替差損　 22,879

２．その他　 43

営業外費用合計　 22,923

経常利益 236,520

Ⅵ　特別利益  

貸倒引当金戻入益　 53

特別利益合計　 53

Ⅶ　特別損失  

役員退職慰労引当金繰入額　 135,352

特別損失合計　 135,352

税金等調整前四半期純利益 101,221

税金費用 61,242

四半期純利益 39,979
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 
当第１四半期

（平成20年８月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

１．税金等調整前第１四半期純利益 101,221

２．減価償却費 61,369

３．引当金の増減額(減少：△) 175,405

４．資産の増減額(増加：△) △170,127

５．負債の増減額(減少：△) 171,277

６．その他の増減額(増加：△) 7,468

７．法人税等の支払額 △72,654

営業活動によるキャッシュ・フロー 273,960

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

１．定期預金の純収支 57,000

２．有形固定資産の純収支 △61,779

３．その他 △1,516

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,296

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

１．配当金の支払額 △29,040

財務活動によるキャッシュ・フロー △29,040

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △28,980

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 209,643

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 677,005

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 886,648
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