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1.  平成22年8月期第2四半期の業績（平成21年9月1日～平成22年2月28日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 746 △38.6 △13 ― △3 ― △2 ―
21年8月期第2四半期 1,216 ― 36 ― 31 ― 17 ―

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 △339.26 ―
21年8月期第2四半期 2,077.65 ―

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 2,708 818 30.2 98,068.57
21年8月期 2,847 827 29.1 99,157.83

（参考） 自己資本   22年8月期第2四半期  818百万円 21年8月期  827百万円

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 ― 0.00 ― 750.00 750.00
22年8月期 ― 0.00
22年8月期 

（予想）
― 1,500.00 1,500.00

3.  平成22年8月期の業績予想（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）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 1,800 △11.9 66 ― 50 ― 18 ― 2,156.21
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注)詳細は、３ページ定性的情報・財務諸表等 ４．その他をご覧下さい。 

(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（四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 8,400株 21年8月期  8,400株
② 期末自己株式数 22年8月期第2四半期  52株 21年8月期  52株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年8月期第2四半期 8,348株 21年8月期第2四半期 8,376株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の業績予想数値は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、多分に不確定の要素を含んでおります。実際の
業績等は業況の変化等今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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 当第２四半期累計期間における我が国経済は、世界的な景気の減速、急激な円高の進行等を背景として、全ての

産業における設備投資の抑制、建設業界の着工件数減及び雇用情勢の悪化など総じて厳しい状況で推移いたしまし

た。当社の属する金属加工業界におきましては、需要の後退による受注環境の先行き不透明感が増しております。

 このような状況の中、当社は「加工のデパートを目指し、加工アイテムの増加に経営資源を集中する」、「加工

ベンチャーの精神で、加工の二文字が持つ無限大の可能性を追求し続ける」という理念のもと事業領域の拡大を図

り、また、当社独自の「オールインワン加工システム」による高品質・低コスト・短納期の加工をユーザーへ提供

してまいりました。 

 オーダー加工品におきましては、設備投資の抑制による大型案件の少ない中、駐車場向け外装パネル、リチウム

イオン電池工場向けクリーンルーム用パネル及び首都圏私鉄駅舎用外装板パネル、環境関連領域として今後の伸び

が期待される太陽光パネル用架台等の様々な業界に向けて受注に努めてまいりました。特に太陽光パネル用架台に

つきましては、太陽光発電導入を促進する制度が施行されたことにより、一般向け、産業向けに前年通期実績を凌

ぐ状況であり、継続して受注活動に力を入れてまいりました。しかしながら、前年同期に大型受注案件があったこ

ともあり、結果といたしまして、オーダー加工品の売上高は、 千円(前年同期比 ％減）となりました。

 企画品におきましては、既存顧客の掘り起こし及び新規顧客の増加を図るための施策を積極的に実施して、営業

強化を図ってまいりました。しかしながら、建設業界の着工件数の低迷、農業、畜産におけるハウス及び畜舎等の

設備投資の減少などの要因により、主力製品である波板・折板をはじめ全般的に厳しい状況でありました。以上の

結果、企画品の売上高は、 千円(前年同期比 ％減）、その他の売上高は 千円(前年同期比 ％

減）となりました。 

 管理面におきましては、平成21年11月に実施いたしました希望退職による人件費の削減及び加工工程の更なる合

理化を図り、低迷する需要環境の中で利益体質の強化に向けて、強固な管理体制の構築を図ってまいりました。 

 結果といたしまして、当第２四半期累計期間における売上高は 千円（前年同期比38.6%減）、営業損失

千円(前年同期は 千円の営業利益)、経常損失 千円(前年同期は 千円の経常利益)、四半期

純損失 千円（前年同期は 千円の四半期純利益）となりました。 

（資産) 

 当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末と比較して 千円（4.9％）減少して 千

円となりました。 

 前事業年度末と比較し、流動資産は 千円（3.0％）減少し 千円、固定資産は 千円（6.8％）

減少し 千円となりました。 

 流動資産の減少の主な要因は、現金及び預金が 千円増加したことに対して、受取手形及び売掛金が 千

円減少、商品及び製品が 千円、仕掛品が 千円、原材料及び貯蔵品が 千円減少したこと等によるも

のであります。 

 固定資産の減少の主な要因は、減価償却により 千円減少したこと等によるものであります。 

  

（負債） 

 当第２四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末と比較して 千円（6.5％）減少し 千

円となりました。 

 前事業年度末と比較し、流動負債は 千円（1.7％）減少し 千円、固定負債は 千円

（13.8％）減少し 千円となりました。 

 流動負債の減少の主な要因は、短期借入金の増加 千円はありましたが、買掛金が 千円、1年内返済予

定の長期借入金が 千円、未払法人税等が 千円減少したことによるものであります。 

 固定負債の減少の主な要因は、長期借入金が 千円減少したこと等によるものであります。 

  

（純資産） 

 当第２四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末と比較して 千円（1.1％）減少し 千円

となりました。 

 純資産の減少の主な要因は、利益剰余金が 千円減少したことによるものであります。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

467,409 44.7

222,732 20.6 56,318 38.0

746,459

13,125 36,792 3,414 31,961

2,832 17,402

２．財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

139,488 2,708,063

43,625 1,391,448 95,863

1,316,615

49,092 51,479

3,707 29,239 10,674

97,751

130,395 1,889,387

20,628 1,204,282 109,766

685,104

20,000 20,097

14,400 10,138

106,156

9,093 818,676

9,093
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 当第２四半期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、前事業年度末に比べ 千円

増加し、 千円となりました。 

 また、当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は 千円（前年同四半期は 千円の獲

得）となりました。 

 これは主に、仕入債務の減少 千円がありましたが、売上債権の減少 千円、たな卸資産の減少

千円、減価償却費 千円により資金が増加したことによるものであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は 千円（前年同四半期は 千円の使用）

となりました。 

 これは主に、定期預金の預入 千円により資金が減少したことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は 千円（前年同四半期は 千円の使

用）となりました。  

 これは主に、短期借入金の純増額 千円がありましたが、長期借入金の返済 千円、配当金の支払

千円により資金が減少したことによるものであります。  

 平成22年8月期通期につきましては、世界的な景気後退の影響のもと一部に回復の兆しがあるものの、全体的には

力強い回復が見られず、設備投資の抑制や計画の先送りが続き、厳しいまま推移するものと思われます。また、当社

の属する金属加工業界においては、平成22年4月以降に鋼板価格の上昇が報じられており、需要の停滞及び利益幅縮

小などの影響が懸念されております。 

 このような状況が予測される中、営業面につきましては、オーダー加工品区分において、重点分野である太陽光発

電用架台等環境関連領域の受注先との取組み強化及び取組み先の増加を図ってまいります。また、前期に国土交通省

の認定を受けた「不燃パネル」及び厚さが300ミリまで製作可能な断熱性に優れた「不燃断熱パネル」等により、建

築物の省エネルギー化の需要に対応してまいります。太陽光パネル用架台及び断熱パネルの販売を拡大していくこと

により、世界的な環境課題であるＣＯ２削減に貢献できる企業として努力してまいります。また、企画品区分におい

ては、新規設備投資の抑制及び建築着工件数減少傾向の中、既存取引先の需要の掘り起こし、新規取引先の獲得に向

けて更なる提案営業を強化してまいります。 

 生産面におきましては、既存加工体制の見直しを図り、高品質、短納期及び低コストのオールインワン加工を充実

し、太陽光パネル用架台の需要の増加等に対応してまいります。また、「不燃パネル」及び「不燃断熱パネル」に引

き続き、「耐火パネル」の開発に着手しており、早期の国土交通省の認定取得を目指し、全社を挙げて取り組んでお

ります。 

 さらに、当社は、品質向上をメーカーとして重要な責務として捉えており、今後の販売領域の多様化に備えて品質

の改善・安定・向上に対する取り組みをさらに強化していくため、既存の「ＩＳＯ事務局」を改組し「品質管理部」

を設置いたします。今後、多種多様な販売領域の顧客からの品質に対する要望に十分な対応を取ると共に、更なる品

質向上を目指してまいります。 

 管理面におきましては、役員報酬のカット及び希望退職による人件費削減等経費の抑制、工場における生産効率の

向上に努め、利益体質を強化してまいります。 

 なお、平成21年10月14日公表の通期業績予想につきましては、当初計画どおりと見込んでおります。 

（２）キャッシュ・フローの状況

42,053

641,108

157,899 131,018

20,097 51,316 43,622

97,751

9,086 81,924

24,781

106,759 16,750

20,000 120,556

6,203

３．業績予想に関する定性的情報
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①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が、前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた

め、前事業年度決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定して

おります。 

②たな卸資産の評価方法 

 たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価

切下げを行う方法によっております。 

③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じておらず、

かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前事業年度において使用した将来の業績予

測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

④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固定資産については、当事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

⑤税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。  

 なお、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。 

該当事項はありません。 

 当社は前事業年度末に営業損失11,167千円を計上しており、当第２四半期累計期間は、製造経費、販売管理費の

削減に努めてまいりましたが、未だ営業損失 千円を計上しております。当該状況により継続企業の前提に重

要な疑義を生じさせるような事象が存在しております。  

 当社は、継続的な営業損失の状況からの早期脱却を最大の課題として、以下に示す具体的な施策を積極的に推進

しております。 

①経費削減 

 厳しい経営環境の中、当社にとりましても売上規模の縮小が予測される状況であります。このような状況にお

いて、利益体質を強固なものとすべく、役員報酬の減額及び波のある受注環境に柔軟に対応できる製造現場の合

理化等、全社的な経費の見直し及び抑制に積極的に取り組んでまいります。 

②売上高の維持・確保 

 業種の景況や大型受注案件に依拠しない売上高確保の体制を築くために、「オリジナル製品」の開発と販売、

環境関連業界や医療関連業界など販売領域の拡大に注力してまいります。  

 以上の施策により、当第２四半期累計期間における業績は概ね予定どおりに推移しており、当社は継続企業の前

提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。 

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（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

（３）継続企業の前提に関する重要事象等

13,125
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 713,175 664,083

受取手形及び売掛金 347,486 398,966

商品及び製品 36,198 39,906

仕掛品 16,726 45,965

原材料及び貯蔵品 261,249 271,924

前払費用 2,411 935

繰延税金資産 12,156 6,713

未収入金 2,926 7,573

その他 630 730

貸倒引当金 △1,513 △1,725

流動資産合計 1,391,448 1,435,073

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 421,180 433,371

構築物（純額） 13,607 15,198

機械及び装置（純額） 648,798 728,981

車両運搬具（純額） 1,252 1,489

工具、器具及び備品（純額） 7,154 7,923

土地 218,270 218,270

有形固定資産合計 1,310,263 1,405,234

無形固定資産 6,115 6,919

投資その他の資産   

破産更生債権等 8,424 8,261

その他 236 324

貸倒引当金 △8,424 △8,261

投資その他の資産合計 236 324

固定資産合計 1,316,615 1,412,478

資産合計 2,708,063 2,847,551
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 31,028 51,125

短期借入金 995,000 975,000

1年内返済予定の長期借入金 98,712 113,112

未払法人税等 1,572 11,710

その他 77,969 73,962

流動負債合計 1,204,282 1,224,910

固定負債   

長期借入金 302,762 408,918

退職給付引当金 25,579 29,189

長期未払金 300,200 300,200

繰延税金負債 56,427 56,427

その他 136 136

固定負債合計 685,104 794,871

負債合計 1,889,387 2,019,782

純資産の部   

株主資本   

資本金 295,000 295,000

資本剰余金 215,000 215,000

利益剰余金 310,411 319,504

自己株式 △1,734 △1,734

株主資本合計 818,676 827,769

純資産合計 818,676 827,769

負債純資産合計 2,708,063 2,847,551
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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 1,216,028 746,459

売上原価 970,061 601,989

売上総利益 245,967 144,470

販売費及び一般管理費 209,174 157,595

営業利益又は営業損失（△） 36,792 △13,125

営業外収益   

受取利息 391 237

助成金収入 － 14,870

その他 5,109 2,515

営業外収益合計 5,501 17,623

営業外費用   

支払利息 10,277 7,913

その他 55 －

営業外費用合計 10,332 7,913

経常利益又は経常損失（△） 31,961 △3,414

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 49

特別利益合計 － 49

特別損失   

固定資産除却損 9 15

特別退職金 － 4,614

特別損失合計 9 4,630

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 31,951 △7,996

法人税等 14,549 △5,031

過年度法人税等還付税額 － △132

四半期純利益又は四半期純損失（△） 17,402 △2,832
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(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 557,043 353,784

売上原価 470,446 296,128

売上総利益 86,596 57,656

販売費及び一般管理費 100,361 69,231

営業損失（△） △13,764 △11,575

営業外収益   

受取利息 188 138

助成金収入 － 5,410

その他 2,781 232

営業外収益合計 2,969 5,781

営業外費用   

支払利息 5,184 3,750

その他 37 －

営業外費用合計 5,222 3,750

経常損失（△） △16,017 △9,544

特別損失   

固定資産除却損 9 15

特別損失合計 9 15

税引前四半期純損失（△） △16,027 △9,559

法人税等 △7,221 △6,115

過年度法人税等還付税額 － △132

四半期純損失（△） △8,805 △3,311
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

31,951 △7,996

減価償却費 117,353 97,751

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,750 △49

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,273 △3,610

賞与引当金の増減額（△は減少） 26,286 －

受取利息及び受取配当金 △391 △237

支払利息 10,277 7,913

特別退職金 － 4,614

売上債権の増減額（△は増加） 43,526 51,316

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,870 43,622

仕入債務の増減額（△は減少） △44,517 △20,097

未払費用の増減額（△は減少） △28,252 5,212

その他 △6,120 1,571

小計 141,269 180,010

利息及び配当金の受取額 391 237

利息の支払額 △10,202 △7,669

特別退職金の支払額 － △4,614

法人税等の支払額 △439 △10,197

過年度法人税等還付税額 － 132

営業活動によるキャッシュ・フロー 131,018 157,899

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 64,646 17,742

定期預金の預入による支出 △39,565 △24,781

有形固定資産の取得による支出 △106,385 △1,597

無形固定資産の取得による支出 △620 △450

投資活動によるキャッシュ・フロー △81,924 △9,086

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △50,000 20,000

長期借入れによる収入 95,000 －

長期借入金の返済による支出 △51,718 △120,556

自己株式の取得による支出 △1,734 －

配当金の支払額 △8,297 △6,203

財務活動によるキャッシュ・フロー △16,750 △106,759

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 32,343 42,053

現金及び現金同等物の期首残高 372,238 599,055

現金及び現金同等物の四半期末残高 404,581 641,108
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 該当事項はありません。  

 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）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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 当社において、開示対象となる事業の種類別セグメントはありませんので、製品区分別に記載しております。 

(1）生産実績 

 当第２四半期累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28日）の生産実績を製品区分別に示すと、

次のとおりであります。 

 （注）１．金額は製造原価によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

 当第２四半期累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28日）の受注状況を製品区分別に示すと、

次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

 当第２四半期累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28日）の販売実績を製品区分別に示すと、

次のとおりであります。 

 （注）１．前第２四半期累計期間及び当第２四半期累計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販

売実績に対する割合は次のとおりであります。 

６．その他の情報

製品区分別 

当第２四半期累計期間 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年２月28日） 

金額（千円） 前年同期比（％） 

オーダー加工品  408,358  52.7

企画品  166,567  91.8

その他  19,676  62.7

合計  594,601  60.2

製品区分別 

当第２四半期累計期間 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年２月28日） 

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

オーダー加工品  421,765  64.4  78,925  33.9

企画品  219,916  76.8  4,356  47.7

その他  41,517  45.1  1,867  21.2

合計  683,199  66.1  85,149  34.0

製品区分別 

当第２四半期累計期間 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年２月28日） 

金額（千円） 前年同期比（％） 

オーダー加工品  467,409  55.3

企画品  222,732  79.4

その他  56,318  62.0

合計  746,459  61.4
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２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

相手先 

前第２四半期累計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年２月28日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年２月28日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

ベニックス株式会社 271,821 22.4  23,196 3.1
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