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1.  平成21年8月期第3四半期の連結業績（平成20年9月1日～平成21年5月31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3四半期 3,906 ― 199 ― 190 ― 152 ―
20年8月期第3四半期 5,492 12.4 657 45.2 591 29.6 326 △7.2

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3四半期 39.81 ―
20年8月期第3四半期 84.14 84.12

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3四半期 4,991 4,218 84.5 1,115.37
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3四半期  4,218百万円 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  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 5,000 △32.1 230 △69.5 210 △70.8 160 △65.0 41.54
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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) 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） 

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3四半期 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3四半期  113,400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3四半期 3,840,200株 20年8月期第3四半期 3,881,600株
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  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国に端を発した世界経済の減速が個人消費の減退をもたら

したため企業業績の悪化が続き、景気は後退のまま推移いたしました。 

 当社グループの主な販売先であります電動工具業界におきましては、一段と在庫調整が進んでおります。一方、自

動車業界におきましては、いわゆるエコカーが需要を掘り起こし多少明るさが出てきております。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は39億６百万円となり、営業利益は１億99百

万円、経常利益は１億90百万円、四半期純利益は１億52百万円となりました。 

 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19億81百万円、電動工具

組付品は３億50百万円となりましたが、自動車部品成形品は新規受注部品の生産開始により11億93百万円となりまし

た。また、樹脂金型は１億81百万円、自社製品であります建築用資材は61百万円、その他成形品は１億37百万円とな

りました。 

所在地別セグメントの業績は次のとおりです。 

なお、詳細は、11ページ（５）セグメント情報〔所在地別セグメント情報〕をご覧ください。 

  ①日本 

  国内は、電動工具業界及び自動車業界の両業界の生産調整の影響を受け、売上高は25億47百万円となり、営業損

失が51百万円となりました。 

  ②中国 

  中国においては、得意先の在庫調整が落ち着きやや回復傾向にあり、売上高は17億46百万円、営業利益は２億15

百万円となりました。 

  

 （１）資産、負債及び純資産 

 当第３四半期連結累計期間末における総資産は、49億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億65百万円

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３億45百万円及びたな卸資産が１億10百万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４億31百万円減少し22億41百万円となりました。固定資産は、設備投資を控えたた

め有形固定資産が１億23百万円減少したことにより、前連結会計年度末に比べ１億34百万円減少し27億50百万円

となりました。負債は、買掛金が３億36百万円及びその他流動負債が88百万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４億60百万円減少し７億72百万円となりました。純資産は、為替換算調整勘定が１億21百

万円減少したことにより、前連結会計年度末に比べ１億５百万円減少し42億18百万円となりました。  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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１億92百万円及び減価償却費を１億95百

万円計上したこと並びに売上債権が３億10百万円減少しましたが、仕入債務も３億８百万円減少したことによ

り、３億67百万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２億60百万円及び有形固定資産の取得による支出

が１億74百万円あったことにより、４億36百万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76百万円及び自己株式の取得が47百万円あったことに

より、１億23百万円の資金の減少となりました。 

 これらの結果、当第３四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

２億45百万円減少し、７億95百万円となりました。  

  

 平成21年４月９日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。   

  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。 

   

１．たな卸資産の評価方法 

当第３四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、当第２四半期連結会計期

間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。  

  

 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3,754

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。 

  

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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年５月31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 1,207,363 1,195,189

受取手形及び売掛金 626,316 971,393

製品 143,957 196,328

原材料 132,637 180,014

仕掛品 73,968 84,918

繰延税金資産 15,116 28,980

その他 42,143 16,352

貸倒引当金 △400 △630

流動資産合計 2,241,103 2,672,546

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 929,361 992,600

機械装置及び運搬具（純額） 745,460 810,731

土地 834,536 838,893

その他（純額） 78,791 69,525

有形固定資産合計 2,588,149 2,711,750

無形固定資産 10,835 13,815

投資その他の資産   

投資有価証券 66,993 83,628

繰延税金資産 38,872 28,241

その他 49,085 50,677

貸倒引当金 △3,172 △3,117

投資その他の資産合計 151,778 159,430

固定資産合計 2,750,763 2,884,996

資産合計 4,991,867 5,557,542

負債の部   

流動負債   

買掛金 373,247 709,774

未払法人税等 9,159 51,972

賞与引当金 32,281 36,201

その他 101,659 190,301

流動負債合計 516,348 988,249

固定負債   

退職給付引当金 112,736 104,153

役員退職慰労引当金 143,797 140,566

固定負債合計 256,533 244,719

負債合計 772,882 1,232,969
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年５月31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 2,917,232 2,841,823

自己株式 △53,405 △5,923

株主資本合計 4,265,552 4,237,626

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,436 23,869

為替換算調整勘定 △58,002 63,077

評価・換算差額等合計 △46,566 86,947

純資産合計 4,218,985 4,324,573

負債純資産合計 4,991,867 5,557,542
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 3,906,779

売上原価 3,386,780

売上総利益 519,999

販売費及び一般管理費 320,587

営業利益 199,411

営業外収益  

受取利息 8,382

受取配当金 881

助成金収入 7,393

その他 2,393

営業外収益合計 19,051

営業外費用  

為替差損 27,139

その他 573

営業外費用合計 27,712

経常利益 190,749

特別利益  

固定資産売却益 64

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 3,089

特別損失  

固定資産除却損 1,236

投資有価証券評価損 199

特別損失合計 1,435

税金等調整前四半期純利益 192,403

法人税、住民税及び事業税 28,070

法人税等調整額 11,452

法人税等合計 39,523

四半期純利益 152,880
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 1,062,882

売上原価 950,206

売上総利益 112,675

販売費及び一般管理費 102,224

営業利益 10,451

営業外収益  

受取利息 2,274

為替差益 17,573

助成金収入 7,393

その他 421

営業外収益合計 27,663

営業外費用  

雑損失 283

営業外費用合計 283

経常利益 37,831

特別利益  

固定資産売却益 64

投資有価証券評価損戻入益 19

特別利益合計 83

特別損失  

固定資産除却損 1,236

特別損失合計 1,236

税金等調整前四半期純利益 36,678

法人税、住民税及び事業税 9,223

法人税等調整額 △8,104

法人税等合計 1,119

四半期純利益 35,559
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31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 192,403

減価償却費 195,041

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,459

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,580

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,582

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,231

貸倒引当金の増減額（△は減少） △174

受取利息及び受取配当金 △9,263

投資有価証券評価損益（△は益） 199

投資有価証券売却損益（△は益） △2,994

有形固定資産売却損益（△は益） △64

有形固定資産除却損 1,236

為替差損益（△は益） 14,736

売上債権の増減額（△は増加） 310,384

たな卸資産の増減額（△は増加） 95,501

その他の流動資産の増減額（△は増加） △23,349

仕入債務の増減額（△は減少） △308,589

未払費用の増減額（△は減少） △11,080

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,728

その他の流動負債の増減額（△は減少） △6,739

その他 9

小計 430,302

利息及び配当金の受取額 7,595

法人税等の支払額 △70,360

営業活動によるキャッシュ・フロー 367,537

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 △356,650

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 △11,670

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 △174,856

有形固定資産の売却による収入 113

投資その他の資産の増減額（△は増加） △182

投資活動によるキャッシュ・フロー △436,795

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 △47,482

配当金の支払額 △76,036

財務活動によるキャッシュ・フロー △123,518

現金及び現金同等物に係る換算差額 △52,250
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △245,027

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 795,627
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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３四半期連結会計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成20年９月１日 至 平成21年５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。 

  

 当第３四半期連結会計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年５月31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、営業損失が日本で3,754千円増加し

ております。  

（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〕

  
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  662,028  400,853  1,062,882  －  1,062,882

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  135,045  135,045  △135,045  －

計   662,028  535,899  1,197,928  △135,045  1,062,882

営業利益又は営業損益（△）   △36,385  61,751  25,366  △14,914  10,451

  
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  2,547,937  1,358,842  3,906,779  －  3,906,779

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  387,325  387,325  △387,325  －

計  2,547,937  1,746,167  4,294,105  △387,325    3,906,779

営業利益又は営業損益（△）  △51,887  215,324  163,437  35,974    199,411
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 当第３四半期連結会計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年５月31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。 

  

 当社は、以下に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。 

 （注）なお、平成21年４月９日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得については、第３四半期決算短

信提出日現在、買付を継続しております。 

〔海外売上高〕

  
中国 

（千円）  

計 

（千円）  

Ⅰ 海外売上高（千円）  400,853  400,853

Ⅱ 連結売上高（千円）    －  1,062,882

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 37.7  37.7

  
中国 

（千円）  

計 

（千円）  

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,358,842  1,358,842

Ⅱ 連結売上高（千円）    －  3,906,779

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 34.8  34.8

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

 （取締役会決議）  平成20年10月10日  平成21年４月９日 

 買付期間 
 自 平成20年10月14日 

 至 平成20年12月26日  

 自 平成21年４月13日 

 至 平成21年８月24日  

 取得した株式の種類  当社普通株式  同左 

 取得した株式の総数  40,000株  59,000株 

 取得した株式の総額  18,054千円  29,427千円 

 当第３四半期連結会計期間末 

 自己株式の残高  
 53,405千円   
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「参考資料」  

前年同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３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  5,492,222

Ⅱ 売上原価  4,452,949

売上総利益  1,039,273

Ⅲ 販売費及び一般管理費  382,084

営業利益  657,189

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息   6,330

２．受取配当金   825

３．その他   3,055

営業外収益合計   10,210

Ⅴ 営業外費用      

１．為替差益  75,622

２．その他   40

営業外費用合計   75,662

経常利益  591,737

Ⅵ  特別利益      

１．貸倒引当金戻入額   53

特別利益合計   53

Ⅶ  特別損失      

１．固定資産売却損   698

２．固定資産除却損   2,738

３．投資有価証券評価損   345

４．役員退職慰労引当金繰入額   135,352

特別損失合計   139,134

税金調整前四半期純利益   452,656

税金費用   126,049

四半期純利益   326,606
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成20年８月期 
第３四半期） 

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３四半期純利益   452,656

２．減価償却費   196,644

３．引当金の増減額（減少：△）   174,603

４．資産の増減額（増加：△）   △205,485

５．負債の増減額（減少：△）   69,697

６．その他の増減額（増加：△）   19,543

７．法人税等の支払額   △149,229

営業活動によるキャッシュ・フロー  558,429

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   39,000

２．有形固定資産の純収支   △133,671

３．その他   △9,965

投資活動によるキャッシュ・フロー  △104,636

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

１．配当金の支払額   △62,249

財務活動によるキャッシュ・フロー  △62,249

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △66,407

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  325,135

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四半期末残高  1,002,140
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 前第３四半期連結会計期間（自 平成19年９月１日 至 平成20年５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。 

  

 前第３四半期連結会計期間（自 平成19年９月１日 至 平成20年５月31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。 

  

 前第３四半期連結会計期間（自 平成19年９月１日 至 平成20年３月31日） 

  

（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）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －                    －

計                              

営業費用                              

営業利益                              

〔海外売上高〕

  中国 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）            

Ⅱ 連結売上高（千円） －      

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
           

旭化学工業（株）7928平成21年８月期第３四半期決算短信

－　15　－



  

  

  

６．その他の情報

旭化学工業（株）7928平成21年８月期第３四半期決算短信

－　16　－


