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1.  平成21年8月期第2四半期の連結業績（平成20年9月1日～平成21年2月28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2四半期 2,843 ― 188 ― 152 ― 117 ―
20年8月期第2四半期 3,799 18.2 466 65.0 430 47.3 202 △11.6

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 30.46 ―
20年8月期第2四半期 52.11 52.10

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 4,954 4,105 82.9 1,068.57
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2四半期  4,105百万円 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  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 ― 8.00 ― 16.00 24.00
21年8月期 ― 4.00
21年8月期 

（予想）
― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 5,000 △32.1 230 △69.5 210 △70.8 160 △65.0 41.54

－ 1 －



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、４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、４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21年１月13日に公表しました平成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４月９日公表の「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。 

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2四半期 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2四半期  54,400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2四半期 3,852,000株 20年8月期第2四半期 3,881,600株
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国に端を発したサブプライムローン問題から、世界経済恐慌

ともいわれるように、景気が急降下するなか、急速な円高や雇用状況の悪化に伴う個人消費の低迷等による企業収益

の悪化により、景気の低下が一段と深刻化を増しております。 

 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、住宅不況や自動車の販売不振

により生産調整や在庫調整に入り、景気はますます深刻さを増してきました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は28億43百万円となり、営業利益は１億88百

万円、経常利益は１億52百万円、四半期純利益は１億17百万円となりました。 

 品目別売上高につきましては、得意先の在庫調整による受注減少のため電動工具成形品は14億40百万円、電動工具

組付品は２億64百万円、自動車部品成形品は８億67百万円となりました。また、樹脂金型は１億30百万円、自社製品

であります建築用資材は43百万円、その他成形品は98百万円となりました。  

  

（１）資産、負債及び純資産 

 当第２四半期連結累計期間末における総資産は、49億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億２百万円

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、現金及び預金が１億30百万円及び受取手形及び売掛金が１億72百万円並びにたな卸資産が89百万

円それぞれ減少したことにより、前連結会計年度末に比べ４億８百万円減少し22億63百万円となりました。固定

資産は、設備投資を控えため有形固定資産が１億78百万円減少したことにより、前連結会計年度末に比べ１億94

百万円減少し26億90百万円となりました。負債は、買掛金が２億55百万円及びその他流動負債が70百万円それぞ

れ減少したことにより、前連結会計年度末に比べ３億83百万円減少し８億49百万円となりました。純資産は、為

替換算調整勘定が２億41百万円減少したことにより、前連結会計年度末に比べ２億19百万円減少し41億５百万円

となりました。  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、以下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、税金等調整前四半期純利益を１億55百万円及び減価償却費を１億20百

万円計上したこと並びに売上債権が１億６百万円及び仕入債務が１億99百万円それぞれ減少したことにより、１

億58百万円の資金の獲得となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の純支出が52百万円及び有形固定資産の取得が１億４百万円

あったことにより、１億56百万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62百万円及び自己株式の取得が18百万円あったことに

より、80百万円の資金の減少となりました。 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ

１億76百万円減少し、８億64百万円となりました。  

  

 近の業績動向を踏まえ、平成21年１月13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４月９日公表の「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。 

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
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該当事項はありません。   

  

 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。  

  

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） 

（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 

（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．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3,415千

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．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２四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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 1,064,615 1,195,189

受取手形及び売掛金 799,261 971,393

製品 157,548 196,328

原材料 129,582 180,014

仕掛品 84,929 84,918

繰延税金資産 8,455 28,980

その他 19,833 16,352

貸倒引当金 △420 △630

流動資産合計 2,263,805 2,672,546

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 922,847 992,600

機械装置及び運搬具（純額） 687,230 810,731

土地 831,267 838,893

その他（純額） 92,270 69,525

有形固定資産合計 2,533,615 2,711,750

無形固定資産 10,808 13,815

投資その他の資産   

投資有価証券 60,747 83,628

繰延税金資産 39,310 28,241

その他 49,597 50,677

貸倒引当金 △3,172 △3,117

投資その他の資産合計 146,482 159,430

固定資産合計 2,690,906 2,884,996

資産合計 4,954,712 5,557,542

負債の部   

流動負債   

買掛金 454,149 709,774

未払法人税等 11,442 51,972

賞与引当金 24,106 36,201

役員賞与引当金 50 11,580

その他 108,066 178,721

流動負債合計 597,815 988,249

固定負債   

退職給付引当金 109,146 104,153

役員退職慰労引当金 142,720 140,566

固定負債合計 251,866 244,719

負債合計 849,681 1,232,969
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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 2,897,039 2,841,823

自己株式 △23,977 △5,923

株主資本合計 4,274,787 4,237,626

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,589 23,869

為替換算調整勘定 △178,346 63,077

評価・換算差額等合計 △169,756 86,947

純資産合計 4,105,030 4,324,573

負債純資産合計 4,954,712 5,557,542
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 2,843,897

売上原価 2,436,573

売上総利益 407,323

販売費及び一般管理費 218,363

営業利益 188,959

営業外収益  

受取利息 6,107

受取配当金 881

その他 1,972

営業外収益合計 8,961

営業外費用  

為替差損 44,713

その他 290

営業外費用合計 45,003

経常利益 152,917

特別利益  

投資有価証券売却益 2,994

貸倒引当金戻入額 31

特別利益合計 3,025

特別損失  

投資有価証券評価損 218

特別損失合計 218

税金等調整前四半期純利益 155,725

法人税、住民税及び事業税 18,847

法人税等調整額 19,557

法人税等合計 38,404

四半期純利益 117,321
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 1,091,260

売上原価 924,110

売上総利益 167,149

販売費及び一般管理費 96,274

営業利益 70,874

営業外収益  

受取利息 2,636

受取配当金 401

その他 997

営業外収益合計 4,035

営業外費用  

為替差損 14,127

その他 2

営業外費用合計 14,129

経常利益 60,781

特別利益  

投資有価証券売却益 2,994

特別利益合計 2,994

特別損失  

投資有価証券評価損 71

特別損失合計 71

税金等調整前四半期純利益 63,705

法人税、住民税及び事業税 △2,603

法人税等調整額 24,651

法人税等合計 22,047

四半期純利益 41,657
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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２四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純利益 155,725

減価償却費 120,730

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,177

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,530

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,993

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,154

貸倒引当金の増減額（△は減少） △154

受取利息及び受取配当金 △6,988

投資有価証券評価損益（△は益） 218

投資有価証券売却損益（△は益） △2,994

為替差損益（△は益） 23,563

売上債権の増減額（△は増加） 106,788

たな卸資産の増減額（△は増加） 58,903

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,724

仕入債務の増減額（△は減少） △199,922

未払費用の増減額（△は減少） △16,216

未払消費税等の増減額（△は減少） △8,400

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,677

その他 9

小計 211,299

利息及び配当金の受取額 5,984

法人税等の支払額 △58,332

営業活動によるキャッシュ・フロー 158,951

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 △148,673

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 △10,170

投資有価証券の売却による収入 10,450

有形固定資産の取得による支出 △104,393

投資その他の資産の増減額（△は増加） △111

投資活動によるキャッシュ・フロー △156,898

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 △18,054

配当金の支払額 △62,004

財務活動によるキャッシュ・フロー △80,058

現金及び現金同等物に係る換算差額 △98,362

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △176,368

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 864,285
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成20年９月１日 至 平成21年２月28日） 

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

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

当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

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

  

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

     (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、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3,415千円減少し

ております。  

  

  
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  747,266  343,993  1,091,260  －  1,091,260

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  84,168  84,168  △84,168  －

計   747,266  428,161  1,175,428  △84,168  1,091,260

営業利益又は営業損益（△）   △23,684  58,555  34,870  36,004  70,874

  
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  1,885,908  957,988  2,843,897  －  2,843,897

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  252,279  252,279  △252,279  －

計  1,885,908  1,210,268  3,096,177  △252,279    2,843,897

営業利益又は営業損益（△）  △15,502  153,573  138,070  50,889    188,959
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当第２四半期連結会計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28日） 

  

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

(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。 

  

〔海外売上高〕 

  
中国 

（千円）  

計 

（千円）  

Ⅰ 海外売上高（千円）  343,993  343,993

Ⅱ 連結売上高（千円）    －  1,091,260

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 31.5  31.5

  
中国 

（千円）  

計 

（千円）  

Ⅰ 海外売上高（千円）  957,988  957,988

Ⅱ 連結売上高（千円）    －  2,843,897

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 33.7  33.7

（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12月26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              40,000株 

④取得した株式の総額              18,054千円 

⑤当第２四半期連結会計期間末自己株式の残高   23,977千円  
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高        3,799,687  100.0

Ⅱ 売上原価        3,073,022  80.9

売上総利益        726,664  19.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費        260,126  6.8

営業利益        466,538  12.3

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  4,360            

２．受取配当金  825            

３．その他  1,595  6,781  0.1

Ⅴ 営業外費用                  

１．為替差損  43,266            

２．その他  44  43,310  1.1

経常利益        430,009  11.3

Ⅵ 特別利益                  

１．貸倒引当金戻入額  53  53  0.0

Ⅶ 特別損失                  

１．投資有価証券評価損  134            

２．役員退職慰労引当金繰入
額 

 135,352  135,486  3.6

税金等調整前中間純利益        294,576  7.7

法人税、住民税及び事業
税 

 102,080            

法人税等調整額  △9,780  92,300  2.4

中間純利益        202,275  5.3
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成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   

１．税金等調整前中間純利益  294,576

２．減価償却費   130,900

３．賞与引当金の増減額（減少：△）   7,665

４．役員賞与引当金の増減額（減少：△）   △5,798

５．退職給付引当金の増減額（減少：△）   5,800

６．役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）   137,959

７．貸倒引当金の増減額（減少：△）   7

８．受取利息及び受取配当金   △5,186

９．投資有価証券評価損   134

10．為替差損益（差益：△）   18,755

11．売上債権の増減額（増加：△）   △250,975

12．たな卸資産の増減額（増加：△）   35,438

13．その他流動資産の増減額（増加：△）  1,596

14．仕入債務の増減額（減少：△）   34,290

15．未払費用の増減額（減少：△）   6,587

16．未払消費税等の増減額（減少：△）   △5,870

17．その他流動負債の増減額（減少：△）   △8,745

18．その他の増減額（増加：△）   8

小計  397,144

19．利息及び配当金の受取額   4,542

20．法人税等の支払額   △82,682

営業活動によるキャッシュ・フロー  319,005

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   △78,000

２．定期預金の払戻による収入   96,000

３．投資有価証券の取得による支出   △3,319

４．その他投資等の取得による支出   △142

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   △83,358

７．無形固定資産の取得による支出   △5,463

投資活動によるキャッシュ・フロー  △74,230

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

１．配当金の支払額   △38,515

財務活動によるキャッシュ・フロー  △38,515

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △33,501

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  172,757

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中間期末残高  849,762
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前中間連結会計期間（自 平成19年９月１日 至 平成20年２月29日） 

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

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

り、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間（自 平成19年９月１日 至 平成20年２月29日） 

(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）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

  
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  2,547,559  1,252,127  3,799,687  －  3,799,687

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  365,138  365,138  △365,138  －

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

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

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

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年９月１日 至 平成20年２月29日） 

  

  中国 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,252,127  1,252,127

Ⅱ 連結売上高（千円） －  3,799,687

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 33.0  33.0
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該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報 
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