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1.  平成22年8月期第2四半期の連結業績（平成21年9月1日～平成22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 ％

22年8月期第2四半期 2,516 △11.5 164 △12.7 170 11.4 120 3.1
21年8月期第2四半期 2,843 ― 188 ― 152 ― 117 ―

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2四半期 32.26 ―
21年8月期第2四半期 30.46 ―

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2四半期 5,272 4,259 80.8 1,136.44
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2四半期  4,259百万円 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 ― 4.00
22年8月期 

（予想）
― 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 1.6 320 38.7 320 43.9 220 12.8 58.70
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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．その他をご覧下さい。 

(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） 

※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22年１月13日公表いたしました連結業績予想から修正を行っておりません。 
（２）上記に記載した予想数値は、現地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 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2四半期 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2四半期  148,200株 21年8月期  148,200株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年8月期第2四半期 3,747,800株 21年8月期第2四半期 3,852,000株

－ 2 －



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国を中心とするアジア経済が好調であり、政府の景気刺激策

の実施により一部企業に収益改善がみられましたが、雇用環境や個人消費は依然として厳しい状態のまま推移いたし

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は、全体的に生産調整が行なわれましたが後半はやや回復の兆

しが現れました。自動車業界は政府の支援対象車を中心に生産が増加いたしました。 

 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25億16百万円（前年同四半期比11.5％減）

となり、経常利益は１億70百万円（同11.4％増）、四半期純利益は１億20百万円（同3.1％増）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り電動工具成形品は11億11百万円（同22.8％減）となり、電

動工具組付品は集じん機の組付の一部を得意先に返却したことにより52百万円（同80.3％減）となりました。自動車

部品成形品は環境対策車が好調であったため10億78百万円（同24.3％増）となりました。また、樹脂金型は１億34百

万円（同3.7％増）、自社製品であります建築用資材は39百万円（同8.6％減）、その他成形品は１億円（同2.3％

増）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、10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、政府の支援対象車の販売が好調であったため自動車部品成形品の売上が増加しましたが電動工具成

形品の生産の回復が遅れ、売上高は17億96百万円（同4.8％減）となり、営業利益は92百万円（前年同期は営

業損失15百万円）となりました。 

②中国 

 中国は、電動工具業界の生産の回復が遅れ、売上高は８億39百万円（同30.6％減）となり、営業利益は52百

万円（同65.5％減）となりました。 

  

（１）資産、負債及び純資産 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、52億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億10百万円増

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１億66百万円、受取手形及び売掛金が１億68百万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３億92百万円増加し、26億70百万円となりました。固定資産は、新規設備投資の抑制によ

り有形固定資産が87百万円減少したことにより、前連結会計年度末に比べ81百万円減少し26億２百万円となりまし

た。負債は、買掛金が１億80百万円増加したこと及び未払法人税等が45百万円増加したことにより、前連結会計年

度末に比べ２億70百万円増加し10億13百万円となりました。純資産は、連結剰余金が94百万円増加し、為替換算調

整勘定が58百万円減少したことにより、前連結会計年度末に比べ40百万円増加し42億59百万円となりました。 

（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１億70百万円及び減価償却費を１億17百万

円計上したことにより、２億76百万円（前年同四半期比73.8％増）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78百万円及び有形固定資産の取得が55百万円あった

ことにより、１億33百万円（同15.0％減）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26百万円あったことにより、26百万円（同67.1％減）の

資金の減少となりました。 

 これらの結果、当第２四半期会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95百万

円増加し、10億21百万円となりました。 

  

 平成22年１月13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．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２四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２四半期連結会計期間末
(平成22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21年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,453,170 1,286,937

受取手形及び売掛金 795,674 627,055

商品及び製品 145,409 111,825

仕掛品 67,218 67,710

原材料及び貯蔵品 124,095 109,022

繰延税金資産 36,179 32,236

その他 48,831 43,461

貸倒引当金 △510 △390

流動資産合計 2,670,071 2,277,858

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 872,729 909,209

機械装置及び運搬具（純額） 677,488 693,745

土地 831,332 833,364

その他（純額） 44,373 76,662

有形固定資産合計 2,425,923 2,512,982

無形固定資産 9,441 9,974

投資その他の資産   

投資有価証券 95,546 85,604

繰延税金資産 33,115 33,138

その他 41,666 45,645

貸倒引当金 △3,280 △3,290

投資その他の資産合計 167,048 161,097

固定資産合計 2,602,412 2,684,055

資産合計 5,272,484 4,961,913

負債の部   

流動負債   

買掛金 540,997 360,663

未払法人税等 54,594 9,153

賞与引当金 27,401 19,369

役員賞与引当金 4,850 8,060

その他 115,161 86,785

流動負債合計 743,005 484,032

固定負債   

退職給付引当金 123,318 114,125

役員退職慰労引当金 147,028 144,874

固定負債合計 270,346 258,999

負債合計 1,013,351 743,031
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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 3,054,088 2,959,407

自己株式 △73,969 △73,969

株主資本合計 4,381,844 4,287,163

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25,454 21,413

為替換算調整勘定 △148,166 △89,694

評価・換算差額等合計 △122,712 △68,281

純資産合計 4,259,132 4,218,882

負債純資産合計 5,272,484 4,961,913

旭化学工業（株）7928平成22年８月期第２四半期決算短信

－ 6 －



（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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 

 至 平成22年２月28日) 

売上高 2,843,897 2,516,613

売上原価 2,436,573 2,139,886

売上総利益 407,323 376,727

販売費及び一般管理費 218,363 211,783

営業利益 188,959 164,944

営業外収益   

受取利息 6,107 5,347

受取配当金 881 490

助成金収入 － 3,412

その他 1,972 1,090

営業外収益合計 8,961 10,339

営業外費用   

為替差損 44,713 5,010

その他 290 －

営業外費用合計 45,003 5,010

経常利益 152,917 170,273

特別利益   

投資有価証券売却益 2,994 －

貸倒引当金戻入額 31 10

保険差益 － 1,282

特別利益合計 3,025 1,292

特別損失   

固定資産売却損 － 323

固定資産除却損 － 1,170

投資有価証券評価損 218 －

特別損失合計 218 1,493

税金等調整前四半期純利益 155,725 170,072

法人税、住民税及び事業税 18,847 55,748

法人税等調整額 19,557 △6,591

法人税等合計 38,404 49,156

四半期純利益 117,321 120,915
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第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２四半期連結会計期間 
(自 平成21年12月１日 

 至 平成22年２月28日) 

売上高 1,091,260 1,259,089

売上原価 924,110 1,081,999

売上総利益 167,149 177,089

販売費及び一般管理費 96,274 107,199

営業利益 70,874 69,890

営業外収益   

受取利息 2,636 2,829

受取配当金 401 250

為替差益 － 1,995

助成金収入 － 2,121

その他 997 419

営業外収益合計 4,035 7,616

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 77,506

特別利益   

投資有価証券売却益 2,994 －

保険差益 － 1,282

特別利益合計 2,994 1,282

特別損失   

固定資産売却損 － 10

固定資産除却損 － 1,170

投資有価証券評価損 71 △38

特別損失合計 71 1,142

税金等調整前四半期純利益 63,705 77,646

法人税、住民税及び事業税 △2,603 14,486

法人税等調整額 24,651 5,082

法人税等合計 22,047 19,568

四半期純利益 41,657 58,077
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 

 至 平成22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 155,725 170,072

減価償却費 120,730 117,055

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,177 8,190

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,530 △3,210

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,993 9,193

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,154 2,154

貸倒引当金の増減額（△は減少） △154 110

受取利息及び受取配当金 △6,988 △5,837

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 2,977

有形固定資産売却損益（△は益） － 323

有形固定資産除却損 － 1,170

保険差益 － △1,282

売上債権の増減額（△は増加） 106,788 △177,429

たな卸資産の増減額（△は増加） 58,903 △52,041

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,724 △3,556

仕入債務の増減額（△は減少） △199,922 186,060

未払費用の増減額（△は減少） △16,216 15,118

未払消費税等の増減額（△は減少） △8,400 7,862

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,677 6,742

その他 9 2

小計 211,299 283,675

利息及び配当金の受取額 5,984 2,770

法人税等の支払額 △58,332 △10,221

営業活動によるキャッシュ・フロー 158,951 276,224

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 △198,427

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 △10,170 △3,231

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 △55,561

有形固定資産の売却による収入 － 86

無形固定資産の取得による支出 － △1,135

投資その他の資産の増減額（△は増加） △111 4,874

投資活動によるキャッシュ・フロー △156,898 △133,393

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 △26,306

財務活動によるキャッシュ・フロー △80,058 △26,306

現金及び現金同等物に係る換算差額 △98,362 △20,527

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △176,368 95,996

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 864,285 1,021,205
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 該当事項はありません。 

  

前第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。 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22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。 

  

前第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２四半期連結会計期間（自 平成21年12月１日 至 平成22年２月28日） 

  

（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  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失（△）  △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  851,134  407,955  1,259,089  －  1,259,089

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  48,919  48,919  △48,919  －

計  851,134  456,874  1,308,009  △48,919  1,259,089

営業利益  25,866  33,785  59,651  10,238  69,890
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前第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） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22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．会計処理の方法の変更 

前第２四半期連結累計期間 

「４．その他（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」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。これにより、従来の方法に比較し、営業利益は日

本で3,415千円減少しております。 

  

当第２四半期連結累計期間 

 該当事項はありません。 

  
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  1,885,908  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失（△）  △15,502  153,573  138,070  50,889  188,959

  
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  1,796,285  720,328  2,516,613  －  2,516,613

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  119,017  119,017  △119,017  －

計  1,796,285  839,346  2,635,631  △119,017  2,516,613

営業利益  92,049  52,992  145,041  19,902  164,944
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前第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２四半期連結会計期間（自 平成21年12月１日 至 平成22年２月28日） 

  

前第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） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22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。 

  

 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）  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）  407,955  407,955

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  1,259,089

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 32.4  32.4

  
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   

  
中 国 

（千円） 
計 

（千円） 
  
  

Ⅰ 海外売上高（千円）  720,328  720,328   

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  2,516,613   

Ⅲ 連結売上高に占める海外  

売上高の割合（％） 
 28.6  28.6   

（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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