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1.  平成22年8月期第1四半期の連結業績（平成21年9月1日～平成21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 ％

22年8月期第1四半期 1,257 △28.2 95 △19.5 92 0.7 62 △17.0
21年8月期第1四半期 1,752 ― 118 ― 92 ― 75 ―

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

22年8月期第1四半期 16.77 ―
21年8月期第1四半期 19.59 19.59

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

22年8月期第1四半期 5,080 4,162 81.9 1,110.74
21年8月期 4,961 4,218 85.0 1,125.70

（参考） 自己資本   22年8月期第1四半期  4,162百万円 21年8月期  4,218百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年8月期 ― 4.00 ― 7.00 11.00
22年8月期 ―
22年8月期 

（予想）
4.00 ― 5.00 9.00

3.  平成22年8月期の連結業績予想（平成21年9月1日～平成22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  
平成21年10月９日に公表した業績予想を修正し、本日平成22年１月13日に「業績予想の修正に関するお知らせ」を別途開示しております。 

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 
連結累計期間

2,500 △12.1 150 △20.6 150 △1.9 110 △6.2 29.35

通期 5,000 1.6 320 38.7 320 43.9 220 12.8 58.70

－ 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） 

(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 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年8月期第1四半期 3,896,000株 21年8月期  3,896,000株
② 期末自己株式数 22年8月期第1四半期  148,200株 21年8月期  50,900株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年8月期第1四半期 3,747,800株 21年8月期第1四半期 3,862,400株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な景気後退の影響を受け、企業の設備投資の抑制、個人消

費の低迷等、景気は依然として停滞のまま推移しております。 

 当社グループの主な販売先であります電動工具業界は生産調整が続いておりますが、自動車業界は政府の支援策に

より景気に底打ち感が出て、支援対象車を中心に生産が回復してまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高は12億57百万円（前年同四半期比28.2%減）

となり、経常利益は92百万円（同0.7%増）、四半期純利益は62百万円（同17.0%減）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、得意先の生産調整が続き受注が減少したことから５億１百万円

（同43.7%減）となり、電動工具組付品は一部機種の生産を得意先に返却したことにより23百万円（同84.5%減）とな

りました。自動車部品成形品は政府の支援対象車の受注が好調であり５億55百万円（同4.4%増）となり、樹脂金型は

前期に受注した金型の完成に伴い96百万円（同0.2%増）となりました。また、自社製品であります建築用資材は21百

万円（同4.9%減）、その他成形品は58百万円（同0.6%減）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、９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、電動工具関係の受注が振るわなかったものの、自動車関係の受注が好調であったため、売上高は９億45

百万円（同17.0%減）、営業利益は66百万円（同708.9%増）となりました。 

②中国 

  中国は、電動工具関係が主体の生産活動を行っており、電動工具関係の受注が減少し、売上高は３億82百万

円（同51.1%減）、営業利益は19百万円（同79.8%減）となりました。 

  

（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、50億80百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億18百万円増

加しました。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72百万円、受取手形及び売掛金が１億21百万円それぞれ増加したことにより、前連

結会計年度末に比べ２億５百万円増加し、24億83百万円となりました。固定資産は、新規設備投資の抑制により有

形固定資産が94百万円減少したことにより、前連結会計年度末に比べ86百万円減少し25億97百万円となりました。

負債は、買掛金が90百万円増加したこと及び未払法人税等が32百万円増加したことにより、前連結会計年度末に比

べ１億74百万円増加し９億17百万円となりました。純資産は、為替換算調整勘定が98百万円減少したことにより、

前連結会計年度末に比べ56百万円減少し41億62百万円となりました。 

（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、前連結会計年度末と比べ

55百万円増加し、９億80百万円となりました。  

 当第１四半期連結会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。 

 営業活動の結果得られた資金は１億50百万円（前年同四半期は24百万円の資金の支出）となりました。これは主

に、仕入債務が前年同四半期に比べ１億50百万円増加したことによるものであります。 

 投資活動の結果支払った資金は37百万円（前年同四半期比91.9％増）となりました。これは主に、定期預金の純

支出が30百万円（前年同四半期は定期預金の純収入が53百万円）あったことによるものであります。 

 財務活動の結果使用した資金は23百万円（前年同四半期比66.6％減）となりました。これは主に、前年同四半期

に比べ、自己株式の取得による支出が16百万円及び配当金の支払額が30百万円それぞれ減少したことによるもので

あります。 

  

近の業績動向を踏まえ、平成21年10月９日に公表した平成22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22年1月13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。  

  

１．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定しており

ます。 

２．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、前連結会計年度の実地

たな卸高を基礎として、合理的な方法により算定しております。 

  

該当事項はありません。  

  

  

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１四半期連結会計期間末
(平成21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21年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,359,123 1,286,937

受取手形及び売掛金 748,765 627,055

商品及び製品 116,820 111,825

仕掛品 55,306 67,710

原材料及び貯蔵品 114,847 109,022

繰延税金資産 43,054 32,236

その他 45,986 43,461

貸倒引当金 △490 △390

流動資産合計 2,483,414 2,277,858

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 880,119 909,209

機械装置及び運搬具（純額） 636,298 693,745

土地 830,508 833,364

その他（純額） 71,553 76,662

有形固定資産合計 2,418,480 2,512,982

無形固定資産 9,956 9,974

投資その他の資産   

投資有価証券 96,423 85,604

繰延税金資産 30,269 33,138

その他 45,508 45,645

貸倒引当金 △3,280 △3,290

投資その他の資産合計 168,920 161,097

固定資産合計 2,597,357 2,684,055

資産合計 5,080,772 4,961,913

負債の部   

流動負債   

買掛金 451,434 360,663

未払法人税等 41,647 9,153

賞与引当金 39,074 19,369

役員賞与引当金 10,460 8,060

その他 110,653 86,785

流動負債合計 653,270 484,032

固定負債   

退職給付引当金 118,722 114,125

役員退職慰労引当金 145,951 144,874

固定負債合計 264,673 258,999

負債合計 917,943 743,031
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21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 2,996,010 2,959,407

自己株式 △73,969 △73,969

株主資本合計 4,323,767 4,287,163

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 27,048 21,413

為替換算調整勘定 △187,986 △89,694

評価・換算差額等合計 △160,938 △68,281

純資産合計 4,162,828 4,218,882

負債純資産合計 5,080,772 4,961,913
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 1,752,637 1,257,523

売上原価 1,512,462 1,057,886

売上総利益 240,174 199,637

販売費及び一般管理費 122,089 104,583

営業利益 118,085 95,053

営業外収益   

受取利息 3,470 2,517

受取配当金 480 240

助成金収入 － 1,290

その他 975 671

営業外収益合計 4,925 4,719

営業外費用   

為替差損 30,585 7,005

その他 288 －

営業外費用合計 30,874 7,005

経常利益 92,136 92,767

特別利益   

貸倒引当金戻入額 31 10

特別利益合計 31 10

特別損失   

固定資産売却損 － 313

投資有価証券評価損 147 38

特別損失合計 147 351

税金等調整前四半期純利益 92,020 92,426

法人税、住民税及び事業税 21,450 41,261

法人税等調整額 △5,093 △11,673

法人税等合計 16,356 29,587

四半期純利益 75,663 62,838
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21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 92,426

減価償却費 62,042 55,923

賞与引当金の増減額（△は減少） 23,127 19,971

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 2,125 2,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,077 4,597

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,077 1,077

貸倒引当金の増減額（△は減少） △51 90

受取利息及び受取配当金 △3,950 △2,757

投資有価証券評価損益（△は益） 147 38

為替差損益（△は益） 23,563 4,790

有形固定資産売却損益（△は益） － 313

売上債権の増減額（△は増加） △102,627 △136,619

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,632 △4,974

その他の流動資産の増減額（△は増加） △24,198 △3,314

仕入債務の増減額（△は減少） △49,596 100,462

未払費用の増減額（△は減少） △1,166 10,739

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,908 10,929

その他の流動負債の増減額（△は減少） △3,787 1,394

小計 24,526 157,488

利息及び配当金の受取額 3,389 1,337

法人税等の支払額 △52,369 △8,623

営業活動によるキャッシュ・フロー △24,453 150,202

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 △150,614

定期預金の払戻による収入 96,000 120,000

投資有価証券の取得による支出 △8,297 △1,498

有形固定資産の売却による収入 － 85

有形固定資産の取得による支出 △64,041 △4,000

無形固定資産の取得による支出 － △1,105

投資その他の資産の増減額（△は増加） △40 △61

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,379 △37,193

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 △23,744

財務活動によるキャッシュ・フロー △71,134 △23,744

現金及び現金同等物に係る換算差額 △22,209 △33,832

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △137,177 55,431

現金及び現金同等物の期首残高 1,040,654 925,209

現金及び現金同等物の四半期末残高 903,477 980,641
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 該当事項はありません。 

  

 前第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。 

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年９月１日 至平成21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。 

  

前第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） 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年９月１日 至平成21年11月30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．会計処理の方法の変更 

前第１四半期連結累計期間 

    （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「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」（１）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。これにより、従来の方法に比較し、営業利益は日本で5,822千円減

少しております。 

  

当第１四半期連結累計期間 

 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〕

  
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  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

  
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  945,150  312,373  1,257,523  －  1,257,523

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  70,098  70,098  △70,098  －

計  945,150  382,472  1,327,622  △70,098  1,257,523

営業利益  66,182  19,207  85,390  9,663  95,053
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前第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） 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年９月１日 至平成21年11月30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。 

  

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  
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   

  
中 国 

（千円） 
計 

（千円） 
  
  

Ⅰ 海外売上高（千円）  312,373  312,373   

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  1,257,523   

Ⅲ 連結売上高に占める海外  

売上高の割合（％） 
 24.8  24.8   

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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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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