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1.  平成23年8月期第1四半期の連結業績（平成22年9月1日～平成22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 ％

23年8月期第1四半期 1,551 23.3 133 40.9 131 42.0 122 94.9
22年8月期第1四半期 1,257 △28.2 95 △19.5 92 0.7 62 △17.0

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

23年8月期第1四半期 32.74 ―
22年8月期第1四半期 16.77 ―

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

23年8月期第1四半期 5,232 4,334 82.8 1,164.23
22年8月期 5,224 4,319 82.7 1,152.45

（参考） 自己資本   23年8月期第1四半期  4,334百万円 22年8月期  4,319百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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

22年8月期 ― 4.00 ― 11.00 15.00
23年8月期 ―
23年8月期 

（予想）
4.00 ― 11.00 15.00

3.  平成23年8月期の連結業績予想（平成22年9月1日～平成23年8月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

第2四半期 
(累計)

3,000 19.2 230 40.2 220 29.4 200 66.7 53.47

通期 6,000 14.4 430 15.6 420 11.7 360 36.9 96.24



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビューは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、多分に不確実な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、上記予想値と異なる場合があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

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） 23年8月期1Q 3,896,000株 22年8月期  3,896,000株
② 期末自己株式数 23年8月期1Q  172,776株 22年8月期  148,276株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年8月期1Q 3,740,474株 22年8月期1Q 3,747,800株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結会計期間における世界経済は、アジア地域やその他新興国の経済の回復により回復基調にて推

移いたしました。わが国経済も、政府の景気刺激策や世界経済の回復により景気の上昇が期待されましたが、長期

化する円高傾向や自動車に対する政府の緊急経済対策が終了したこと、また、雇用情勢が新卒者を含め厳しい情勢

にあること、及び所得の減少による個人消費が冷えこんでいることなど景気の先行きは不透明な状況が続いており

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アジアやロシア地域の景気の上昇により生産が上昇に転じ

ましたが、自動車業界は政府の優遇策が９月に終了したことに伴い生産が縮少に向かいました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は15億51百万円（前年同四半期比23.3％増）となり、経常利益は

１億31百万円（同42.0％増）、四半期純利益は役員退職慰労金の支払による実効税率の低下により１億22百万円

（同94.9％増）となりました。  

セグメントの業績は、次のとおりであります。  

①日本 

  国内は、電動工具業界向け製品は得意先の生産拡大に伴い売上高が増加しましたが、自動車業界は政府の

優遇策が終了したことに伴い減産傾向に入り自動車向け製品が減少し、売上高は９億16百万円（前年同四半

期比3.0％減）、営業利益は57百万円（同12.7％減）となりました。 

②中国 

  中国は、電動工具業界の急激な業績回復に伴い、売上高は６億63百万円（同73.5％増）、営業利益は62百

万円（同225.7％増）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産  

 資産合計は前連結会計年度末と比べ７百万円増加し52億32百万円（前連結会計年度末比0.1％増）となりまし

た。これは主に受取手形及び売掛金が１億３百万円及びたな卸資産が40百万円それぞれ増加し、現金及び預金が１

億52百万円減少したことによるものであります。 

 負債合計は前連結会計年度末と比べ８百万円減少し８億97百万円（前連結会計年度末比0.9％減）となりまし

た。これは主に買掛金が１億29百万円増加し、役員退職慰労引当金が１億52百万円減少したことによるものであり

ます。 

 純資産の合計は前連結会計年度末と比べ15百万円増加し43億34百万円（前連結会計年度末比0.4％増）となりま

した。これは主に利益剰余金が81百万円増加し、為替換算調整勘定が66百万円減少したことによるものでありま

す。 

  

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

62百万円減少し10億27百万円（前連結会計年度末比5.8％減）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。 

 営業活動の結果使用した資金は６百万円（前年同四半期は１億50百万円の資金の獲得）となりました。これは主

に、税金等調整前四半期純利益１億29百万円、仕入債務の増加による収入１億39百万円を計上する一方で、売上債

権の増加による支出１億20百万円、役員退職慰労引当金の減少による支出１億52百万円を計上したことによるもの

であります。 

 投資活動の結果獲得した資金は10百万円（前年同四半期は37百万円の資金の支出）となりました。これは主に、

定期預金の純収入が73百万円、有形固定資産の取得による支出が59百万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49百万円（前年同四半期は23百万円の資金の支出）となりました。これは主に、

自己株式の取得による支出が12百万円及び配当金の支払額が37百万円あったことによるものであります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報  

 近の業績動向を踏まえ、平成22年10月８日に公表した平成23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23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。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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、前連結会計年度末に係る実

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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用）  

  当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）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。 

  

②表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書）  

イ．「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しておりま

す。 

  

ロ．前第１四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「廃材売却収

入」は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記することとしま

した。なお、前第１四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「廃材売却収入」は176千円で

あります。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。  

  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,455,426 1,608,065

受取手形及び売掛金 889,602 786,019

商品及び製品 150,161 122,888

仕掛品 80,790 74,505

原材料及び貯蔵品 139,225 132,460

繰延税金資産 27,876 21,430

その他 38,311 39,448

貸倒引当金 △530 △470

流動資産合計 2,780,864 2,784,347

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 818,396 837,237

機械装置及び運搬具（純額） 594,357 589,172

土地 827,489 829,320

その他（純額） 53,934 50,286

有形固定資産合計 2,294,177 2,306,017

無形固定資産 6,912 7,796

投資その他の資産   

投資有価証券 107,194 83,412

その他 46,091 46,671

貸倒引当金 △3,183 △3,280

投資その他の資産合計 150,102 126,803

固定資産合計 2,451,192 2,440,617

資産合計 5,232,056 5,224,964

負債の部   

流動負債   

買掛金 610,798 481,676

未払法人税等 15,779 74,599

賞与引当金 53,384 27,005

役員賞与引当金 11,287 8,395

その他 157,771 122,002

流動負債合計 849,020 713,678

固定負債   

繰延税金負債 18,599 9,808

役員退職慰労引当金 29,740 182,432

固定負債合計 48,339 192,240

負債合計 897,360 905,918
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22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 3,262,449 3,181,226

自己株式 △86,036 △74,005

株主資本合計 4,578,139 4,508,946

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 29,394 15,976

為替換算調整勘定 △272,837 △205,876

評価・換算差額等合計 △243,442 △189,900

純資産合計 4,334,696 4,319,046

負債純資産合計 5,232,056 5,224,964
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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21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 1,257,523 1,551,116

売上原価 1,057,886 1,303,617

売上総利益 199,637 247,498

販売費及び一般管理費 104,583 113,604

営業利益 95,053 133,894

営業外収益   

受取利息 2,517 3,005

受取配当金 240 240

助成金収入 1,290 125

廃材売却収入 － 1,455

その他 671 316

営業外収益合計 4,719 5,143

営業外費用   

為替差損 7,005 6,254

その他 － 1,073

営業外費用合計 7,005 7,327

経常利益 92,767 131,709

特別利益   

貸倒引当金戻入額 10 13

特別利益合計 10 13

特別損失   

固定資産売却損 313 177

固定資産除却損 － 1,685

投資有価証券評価損 38 －

特別損失合計 351 1,863

税金等調整前四半期純利益 92,426 129,859

法人税、住民税及び事業税 41,261 13,938

法人税等調整額 △11,673 △6,526

法人税等合計 29,587 7,411

少数株主損益調整前四半期純利益 － 122,448

四半期純利益 62,838 122,448
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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21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22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 92,426 129,859

減価償却費 55,923 53,444

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,971 26,602

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 2,400 2,892

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,597 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,077 △152,692

貸倒引当金の増減額（△は減少） 90 △36

受取利息及び受取配当金 △2,757 △3,245

投資有価証券評価損益（△は益） 38 －

為替差損益（△は益） 4,790 532

有形固定資産売却損益（△は益） 313 177

有形固定資産除却損 － 1,685

売上債権の増減額（△は増加） △136,619 △120,852

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,974 △46,930

その他の流動資産の増減額（△は増加） △3,314 △680

仕入債務の増減額（△は減少） 100,462 139,986

未払費用の増減額（△は減少） 10,739 10,229

未払消費税等の増減額（△は減少） 10,929 △8,955

その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,394 29,570

その他 － 110

小計 157,488 61,696

利息及び配当金の受取額 1,337 4,136

法人税等の支払額 △8,623 △72,185

営業活動によるキャッシュ・フロー 150,202 △6,351

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 △150,614 △46,125

定期預金の払戻による収入 120,000 120,000

投資有価証券の取得による支出 △1,498 △1,498

有形固定資産の売却による収入 85 7

有形固定資産の取得による支出 △4,000 △59,403

無形固定資産の取得による支出 △1,105 △2,500

投資その他の資産の増減額（△は増加） △61 △135

投資活動によるキャッシュ・フロー △37,193 10,345

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 － △12,030

配当金の支払額 △23,744 △37,138

財務活動によるキャッシュ・フロー △23,744 △49,169

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33,832 △17,739

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 55,431 △62,914

現金及び現金同等物の期首残高 925,209 1,090,312

現金及び現金同等物の四半期末残高 980,641 1,027,398
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該当事項はありません。   

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕  

前第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)国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

  

〔海外売上高〕  

前第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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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  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

  
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   
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〔セグメント情報〕  

１．報告セグメントの概要   

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社グループは、プラスチック製品の成形加工事業の単一事業であり、国内においては当社が、海外にお

いては中国を旭日塑料制品（昆山）有限公司がそれぞれ担当しております。 

 したがって、当社グループは、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、

「日本」と「中国」の２つを報告セグメントとしております。各報告セグメントでは、電動工具部品、自動

車部品及びその他のプラスチック製品を生産・販売しております。   

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報   

当第１四半期連結累計期間（自平成22年９月１日 至平成22年11月30日）       （単位：千円）

(注)１．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

 当社は、平成22年10月８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、以下のとおり買付いたし

ました。  

①買付期間        自 平成22年10月12日 至 平成22年11月30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   24,500株 

④取得した株式の総額   12,030,300円 

上記の結果、当第１四半期会計期間末において、自己株式は86,036千円となっております。  

  

  日 本 中 国 計 
調整額 
（注１） 

四半期連結損益
計算書計上額
（注２） 

売上高           

外部顧客への売上高  916,446  634,669  1,551,116  －  1,551,116

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  29,040  29,040  △29,040  －

計  916,446  663,709  1,580,156  △29,040  1,551,116

セグメント利益  57,795  62,552  120,347  13,546  133,894

（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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