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1.  平成21年8月期第2四半期の業績（平成20年9月1日～平成21年2月28日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2四半期 1,216 ― 36 ― 31 ― 17 ―
20年8月期第2四半期 903 △34.9 △86 ― △78 ― △50 ―

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2四半期 2,077.65 ―
20年8月期第2四半期 △6,024.24 ―

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2四半期 2,959 862 29.1 103,277.21
20年8月期 3,005 854 28.4 101,772.69

（参考） 自己資本   21年8月期第2四半期  862百万円 20年8月期  854百万円

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  無   

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 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00
21年8月期 ― 0.00
21年8月期 

（予想）
― 1,500.00 1,500.00

3.  平成21年8月期の業績予想（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 2,236 10.1 72 ― 50 ― 24 ― 2,964.29



4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、４ページ 定性的情報・財務諸表等 ４．その他をご覧下さい。 

(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（四半期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） 

（注）詳細は、４ページ 定性的情報・財務諸表等 ４．その他をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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2四半期 8,400株 20年8月期  8,400株
② 期末自己株式数 21年8月期第2四半期  52株 20年8月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年8月期第2四半期 8,376株 20年8月期第2四半期 8,400株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の業績予想数値は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、多分に不確定の要素を含んでおります。実際
の業績等は業況の変化等今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



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２四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融市場の混乱やそれに連鎖した国内経済の悪化が顕著で

あり、企業の設備投資の減退、雇用不安及び個人消費の極度の冷え込みが見られました。 

 このような状況の中、当社は「シャープ堺工場」向けとして国土交通省認定不燃パネルをはじめ、ＪＲ大阪駅再開

発向け外装パネル、また、国内・海外の大型映像装置用筐体外装板など「オーダー加工品」の売上が順調に推移いた

しました。そのほか、環境関連業界向けとして風力発電用加工製品など販売領域の拡大を図ってまいりました。しか

しながら、「企画品」においては、波板・折板、屋根壁材などの建築関連商品の売上が低調でありました。 

 経済環境の先行き不透明感がさらに増す状況であることから、太陽光発電及び風力発電の環境関連領域など、これ

までの販売先と異なる領域への受注活動を拡げ、業種の景況に左右されない体制の構築を進めてまいりました。それ

により、第２四半期累計期間の受注高及び受注残高も前期を上回ることとなりました。 

 生産設備に関しましては、精密板金加工分野の強化を図るため、平成20年11月にレーザー加工とパンチング加工を

同時に行うことができる複合機を導入し、品質および生産効率も向上致しました。平成21年1月にはパネル加工部門

の能力増強のため複合板加工機を導入し、新たな素材加工の分野にも取り組んできました。また、管理体制の強化を

図り、経費削減に努力してまいりました。 

 結果といたしまして当第２四半期累計期間における売上高は1,216,028千円、営業利益36,792千円、経常利益

31,961千円、四半期純利益17,402千円となりました。 

 当第２四半期累計期間における製品区分別売上高といたしましては、「オーダー加工品」がシャープ堺工場向けパ

ネル等の大型物件の納入が順調に進み844,869千円、「企画品」が280,364千円、「その他」が90,793千円となりまし

た。 

２．財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期会計期間末の総資産額は2,959,627千円となり、前事業年度末と比較して45,771千円減少いたしまし

た。これは受取手形及び売掛金の減少43,526千円及び、固定資産の減価償却が主な要因となります。  

 負債総額は2,097,468千円となり、前事業年度末と比較して53,040千円減少いたしました。これは買掛金の減少や

役員２名の退職に伴う長期未払金の減少によるものであります。 

 純資産額は862,158千円となり、前事業年度末と比較して7,268千円増加いたしました。これは四半期純利益17,402

千円による利益剰余金の増加が主な要因となります。 

３．業績予想に関する定性的情報 

 平成21年8月期通期につきましては、世界的な景気後退の影響のもと日本経済の急速な悪化が続く傾向にあり、全

産業において新規の投資抑制や計画の先送りによる、設備投資額の減少が懸念されております。 

 当社といたしまして、環境関連分野、クリーンルーム用不燃パネル、携帯電話基地局用配電盤はもとより、新たに

医療分野での紫外線空気殺菌装置の開発など多岐にわたる領域に対して、積極的に営業活動を行っていく所存であり

ます。 

 また、平成21年3月に旭化成建材株式会社の断熱材「ネオマフォーム」を使用した「ＮＩＳＳＯ不燃断熱パネル」

が、「不燃パネル」認定に引き続き国土交通省の認定を取得いたしました。当製品は、厚さが３００ミリまで製作可

能な断熱性に優れたパネルであり、今後のパネル受注の幅が拡がっていくものと考えております。 

 しかしながら、このように厳しい環境と予測されることから、平成20年10月15日公表の通期業績は、当初計画どお

りと見込んでおります。 
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４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期会計期間末の貸倒実績率が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、

前事業年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。  

②たな卸資産の評価方法 

 たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価

切下げを行う方法によっております。 

③法人税並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められるため、前事業年度において使用した将来の業績予想やタックス・プランニング

を利用する方法によっております。 

④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、当事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。  

⑤税金費用の計算  

 税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。 

（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 

①当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、製品(企画品)及び原材料においては月次総平均法による

原価法、製品(オーダー加工品)及び仕掛品においては個別法による原価法によっておりましたが、第１四半期

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）が適用された

ことに伴い、製品(企画品)及び原材料においては月次総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法)、製品(オーダー加工品)及び仕掛品においては個別法による原価法(貸借

対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。 

 これにより、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ13,484千円

減少しております。 

③端材売却収入の会計処理 

 従来、端材の売却により生ずる「端材売却収入」については、営業外収益に計上しておりましたが、第１四

半期会計期間より、売上高に計上する方法に変更しております。 

 この変更は、近年の原材料価格の高騰に伴い端材売却収入の重要性が増すことが見込まれること及び端材売

却の管理を強化するためのものであります。 

 これにより当第２四半期累計期間の売上高、売上総利益、営業利益が4,415千円増加しておりますが、経常

利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。 

【追加情報】 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 当社は、第１四半期会計期間から、機械及び装置の耐用年数については法人税法の改正を契機として見直し

を行い、一部の資産について耐用年数を短縮して減価償却費を算出する方法に変更しております。 

 これにより、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ13,794千円

減少しております。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 463,497 456,233

受取手形及び売掛金 586,927 630,453

製品 75,667 58,418

原材料 257,898 262,141

仕掛品 36,013 33,149

前払費用 1,610 3,144

繰延税金資産 4,157 4,157

未収入金 34 3,620

その他 － 355

貸倒引当金 △178 △177

流動資産合計 1,425,628 1,451,497

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 463,732 478,895

機械装置及び運搬具（純額） 833,098 829,435

土地 218,270 218,270

その他（純額） 10,291 12,841

有形固定資産合計 1,525,393 1,539,442

無形固定資産 8,014 8,849

投資その他の資産   

破産更生債権等 5,339 589

その他 591 5,608

貸倒引当金 △5,339 △589

投資その他の資産合計 591 5,608

固定資産合計 1,533,998 1,553,900

資産合計 2,959,627 3,005,398
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 62,738 107,256

短期借入金 925,000 975,000

1年内返済予定の長期借入金 114,312 98,974

未払法人税等 16,301 2,035

賞与引当金 26,286 －

その他 96,374 118,737

流動負債合計 1,241,012 1,302,003

固定負債   

長期借入金 465,474 437,530

退職給付引当金 27,472 25,198

長期未払金 300,200 322,466

繰延税金負債 63,309 63,309

固定負債合計 856,456 848,504

負債合計 2,097,468 2,150,508

純資産の部   

株主資本   

資本金 295,000 295,000

資本剰余金 215,000 215,000

利益剰余金 353,892 344,890

自己株式 △1,734 －

株主資本合計 862,158 854,890

純資産合計 862,158 854,890

負債純資産合計 2,959,627 3,005,398
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 1,216,028

売上原価 970,061

売上総利益 245,967

販売費及び一般管理費 209,174

営業利益 36,792

営業外収益  

受取利息 391

その他 5,109

営業外収益合計 5,501

営業外費用  

支払利息 10,277

その他 55

営業外費用合計 10,332

経常利益 31,961

特別損失  

固定資産除却損 9

特別損失合計 9

税引前四半期純利益 31,951

法人税等 14,549

四半期純利益 17,402
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 557,043

売上原価 470,446

売上総利益 86,596

販売費及び一般管理費 100,361

営業損失（△） △13,764

営業外収益  

受取利息 188

その他 2,781

営業外収益合計 2,969

営業外費用  

支払利息 5,184

その他 37

営業外費用合計 5,222

経常損失（△） △16,017

特別損失  

固定資産除却損 9

特別損失合計 9

税引前四半期純損失（△） △16,027

法人税等 △7,221

四半期純損失（△） △8,805
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 31,951

減価償却費 117,353

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,750

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,273

賞与引当金の増減額（△は減少） 26,286

受取利息及び受取配当金 △391

支払利息 10,277

売上債権の増減額（△は増加） 43,526

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,870

仕入債務の増減額（△は減少） △44,517

未払費用の増減額（△は減少） △28,252

その他 △6,120

小計 141,269

利息及び配当金の受取額 391

利息の支払額 △10,202

法人税等の支払額 △439

営業活動によるキャッシュ・フロー 131,018

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 64,646

定期預金の預入による支出 △39,565

有形固定資産の取得による支出 △106,385

無形固定資産の取得による支出 △620

投資活動によるキャッシュ・フロー △81,924

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（△は減少） △50,000

長期借入れによる収入 95,000

長期借入金の返済による支出 △51,718

自己株式の取得による支出 △1,734

配当金の支払額 △8,297

財務活動によるキャッシュ・フロー △16,750

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 32,343

現金及び現金同等物の期首残高 372,238

現金及び現金同等物の四半期末残高 404,581
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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

 

   前中間会計期間 

（自 平成19年９月１日 

 至 平成20年２月29日）  

区分 金額(千円) 

売上高 903,410 

売上原価 792,487 

売上総利益 110,922 

販売費及び一般管理費 196,924 

営業損失(△) △86,002 

営業外収益   

 受取利息  729 

 その他  18,758 

 営業外収益合計  19,487 

営業外費用   

 支払利息  11,561 

 営業外費用合計  11,561 

経常損失(△) △78,075 

特別利益 60 

税引前中間純損失(△) △78,015 

法人税等  △27,411 

中間純損失(△) △50,603 
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間会計期間 

（自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

税引前中間純損失(△) △78,015 

減価償却費 101,389 

貸倒引当金の増減額（減
少：△）  

△60 

退職給付引当金の増減額
（減少：△）  

△691 

役員退職慰労引当金の増
減額（減少：△）  

△320,140 

賞与引当金の増減額（減
少：△）  

25,303 

受取利息  △729 

支払利息及び社債利息  11,561 

売上債権の増減額（増
加：△）  

104,132 

たな卸資産の増減額（増
加：△）  

57,352 

仕入債務の増減額（減
少：△）  

△32,758 

未払費用の増減額（減
少：△）  

△36,917 

長期未払金の増減額（減
少：△）  

322,466 

その他  793 

小計 153,687 

利息の受取額  729 

利息の支払額  △11,663 

法人税等の支払額  △120,261 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

22,491 
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前中間会計期間 

（自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日） 

区分 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  

112,803 

定期預金の預入による支
出  

△174,311 

有形固定資産の取得によ
る支出  

△55,451 

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 

△122,359 

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：△）  

△140,000 

長期借入れによる収入  100,000 

長期借入金の返済による
支出  

△130,046 

配当金の支払額  △12,383 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△182,429 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額 

△282,297 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高 

704,048 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

421,750 
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６．その他の情報 

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２四半期累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年２月28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。 

 （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２四半期累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年２月28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。 

 （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２四半期累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年２月28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。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．当第２四半期累計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次の

とおりであります。 

製品区分別 

当第２四半期累計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年２月28日） 

金額（千円） 構成比（％） 

オーダー加工品 774,490 78.4 

企画品 181,423 18.4 

その他 31,396 3.2 

合計 987,310 100.0 

製品区分別 

当第２四半期累計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年２月28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 654,802 63.4 232,602 92.8 

企画品 286,500 27.7 9,142 3.6 

その他 92,052 8.9 8,822 3.5 

合計 1,033,355 100.0 250,567 100.0 

製品区分別 

当第２四半期累計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年２月28日） 

金額（千円） 構成比（％） 

オーダー加工品 844,869 69.5 

企画品 280,364 23.1 

その他 90,793 7.5 

合計 1,216,028 100.0 
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相手先 

当第２四半期累計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年２月28日） 

金額（千円） 割合（％） 

ベニックス株式会社 271,821 22.4
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