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１．18年10月期の連結業績（平成17年11月１日～平成18年10月31日）

(1）連結経営成績 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年10月期 22,585 (6.9) 1,536 (19.8) 1,410 (23.0)

17年10月期 21,122 (10.7) 1,283 (314.6) 1,146 (399.7)

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年10月期 587 (△3.4) 99 02 98 46 8.2 7.1 6.2

17年10月期 608 (724.2) 108 68 107 56 9.5 6.0 5.4

（注）①持分法投資損益 18年10月期 ―百万円 17年10月期 ―百万円

②期中平均株式数（連結） 18年10月期 5,933,709株 17年10月期 5,540,697株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2）連結財政状態  

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

18年10月期 20,228 7,583 37.0 1,247 28

17年10月期 19,541 6,809 34.8 1,173 19

（注）期末発行済株式数（連結） 18年10月期 5,993,200株 17年10月期 5,799,290株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年10月期 845 △453 △610 1,075

17年10月期 1,239 △564 △419 1,273

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 6社 持分法適用非連結子会社数 ―社 持分法適用関連会社数 ―社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） 1社 （除外） ―社 持分法（新規） ―社 （除外） ―社

２．19年10月期の連結業績予想（平成18年11月１日～平成19年10月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 11,200 830 490

通期 23,000 1,505 880

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　146円83銭

上記の予想は、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したものであり、実際の業績は今後様々な

要因によって予想数値と異なる場合があります。

なお、上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の「－６－」をご参照ください。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、当社及び子会社６社で構成され、合成樹脂加工製品関連の原糸、クロス及びラミクロス等の製造・

販売及び機械製品関連の製造・販売を主な内容として事業活動を展開しております。

　当社グループの事業に係わる位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。なお、事業の

種類別セグメント情報と同一の区分であります。

(1）合成樹脂加工製品事業

　当社及びハギハラ・ウイハルタ・インドネシア社にて合成樹脂加工製品関連の原糸、クロス、ラミクロスこれらの

二次製品の各種製造・販売、青島萩原工業有限公司ではラミクロス製品の製造・販売を行っております。また、日本

ファブウエルド株式会社ではラミクロスの二次加工、かようアイランド株式会社ではクロスの製造を行っております。

萩原アシスト株式会社は人材派遣業を目的として平成17年12月に設立しております。

(2）機械製品事業

　当社にてスリット＆ワインダー機械他各種自動機器製品の製造・販売を行っております。また、萩華機械技術（上

海）有限公司ではスリット＆ワインダー機械他各種自動機器製品の設計・製造を行っております。

　事業の系統図は、次のとおりであります。

 

製品 製商品 

得   意   先 

当         社 

合成樹脂加工製品事業 機械製品事業 

ﾊｷﾞﾊﾗ･ｳｲﾊﾙﾀ･ 
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ社 

青島萩原工業
有限公司 

(海外) 
製品 

萩華機械技術
(上海)有限公司 

設計・加工 
(海外) 

製品 外注加工 
(国内) 

かようｱｲﾗﾝﾄﾞ
株式会社 

日本ﾌｧﾌﾞｳｴﾙﾄﾞ
株式会社 

萩原アシスト 
株式会社 

(国内) 
人材派遣 

連結子会社

ハギハラ・ウイハルタ・インドネシア社、日本ファブウエルド株式会社、かようアイランド株式会社、青島萩原

工業有限公司、萩華機械技術（上海）有限公司、萩原アシスト株式会社
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、「長年培ったフラットヤーン技術を大事にしながら、常に変革し続け、世のため人のために役立

つ会社であろう」を経営理念として掲げ、顧客の便益性に応え最高の品質とサービスを提供し、地域に密着した提案

型マーケティングと圧倒的なコスト競争力を持ち、独創的な製品を開発することを基本方針といたしております。

　急速に変化する社会・経済環境の中にあって、当社は「ベスト・プロダクトミクス」を社長方針に掲げ、連結子会

社全てのリソースを有機能的有効活用し、最大成果を追求してまいります。また、安全第一を前提とし顧客からの信

用を勝ち取る総合的品質強化と社会的責任問題への取り組みに加え法令遵守に努めてまいります。そして、質実とも

に優良企業への成長を目指して、株主・取引先の皆様並びに従業員との共存共栄を図り社会への一層の貢献を行うこ

とを経営指針として活動してまいります。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　利益配分に関する基本的な考え方は、収益状況に対応した上で、株主還元の充実を図り、業績の推移及び財務状況

等を総合的に勘案して利益還元を行う方針であります。

　また、一方では企業体質の強化及び業容の拡大に備えて内部留保を充実することも目標としております。この内部

留保につきましては、業界内部における競争激化に対処し、コスト競争力を高めるための設備投資等の資金需要に備

えるためであり、将来的には収益の向上を通じて株主の皆様に還元できるものと考えております。

　当期の配当につきましては、上記方針に基づき、1株につき前期より5円増配の20円とすることを予定しております。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は当社株式の流動性の向上及び株主数増加を資本政策上の重要課題と認識しております。現在の投資金額を勘

案し、投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるために平成18年５月１日から投資単位を1,000株から100株に引

き下げております。

(4）目標とする経営指標

　当社は中期経営目標として、連結売上高250億円、経常利益17億円、純利益9億50百万円、自己資本比率40%以上の達

成を目指しております。具体的施策としましては、（５）中長期的な会社の経営戦略に記載のとおりであります。

　今後も目標達成に向けて諸施策を実施し、業績及び株主価値の向上を図ってまいりたいと存じます。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、更なる成長、そのための経営基盤の強化を成し遂げるため、２００２年６月に２００６年１０月

期を最終年度とする中期経営計画を発表し、目標達成に向け実行してまいりました。この間、未曾有な原油価格高騰

に伴う合成樹脂原料価格の相次ぐ値上げ等により非常に厳しい経営環境を強いられるなか、こうした外部環境の急激

な変化に対応すべく、当社グループが持続的な成長を果たしていくために２００８年１０月期を最終年度とする新中

期経営計画を策定いたしました。具体的な施策は次のとおりです。

■成長発展への要点

「Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　＆　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ」

■具体的施策

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ＝選択と集中でしっかりした収益構造へ

①戦略的マーケティングの拡大

・顧客第一主義に徹し、顧客満足度の向上を図る。

・戦略製品へリソースを傾注し、市場開拓と拡販を図る。

②生産革新

・省人化、ロス低減、品質向上を目的とした生産革新を行う。

　（生産リードタイム短縮・生産効率向上）

③グループ経営力の向上

・グローバルなキャッシュ・マネジメント力を強化する。

・生産効率を重視したグループ経営を行う。
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Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ＝不連続な人と製品の活性化

①技術力の向上

・生産機器の高精度化。

・先端技術の探索と応用。

②業容の拡大

・他素材との複合で付加価値化を図る。

・業際企業とのコラボレーション。

③個の育成と組織力の強化

・人材の戦略的育成。

・コーポレート・ガバナンス体制及びリスク・マネジメントの強化。

(6）会社の対処すべき課題

　当社グループは、激しさを増す市場競争のなかで、中期経営計画の実行により、収益力の回復を緊急課題として取

り組み、フラットヤーン関連事業で確固たる地位を築くことに努めます。

　そのためには、次世代フラットヤーン開発に基づく新製品・戦略製品の迅速な提供と顧客満足度の向上を目的とし

た製品別新組織ビジネスユニット体制の強化、海外事業の積極的展開、そして徹底した品質向上と原価低減活動の推

進などを通じて揺るぎない経営体質の強化にグループ一丸となって取り組んでまいります。

(7）関連当事者（親会社等）との関係に関する基本方針

　該当事項はありません。

(8）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

①　業績全般の概況

　当連結会計年度におけるわが国の経済を概観しますと、企業収益の改善、設備投資や個人消費の増加、雇用情勢

の改善等、国内民間需要に支えられた景気回復が続いておりますが、一方で原油価格の高騰による内外経済に与え

る影響等景気の先行きに対する不安材料は依然残っております。

　このような状況のもと、当社グループにおきましては、「磐石な高収益構造へ選択と集中」を重点方針とし、合

成樹脂原料価格高騰により未だ先行き不透明感が拭えない状況のなか、各種製商品への価格転嫁及び収益性の見直

しによる選択と集中、徹底したロス削減による生産効率の向上等収益構造の変革に努めてまいりました。

　その結果として、当連結会計年度の業績は、売上高225億85百万円（前年同期比6.9％増）、営業利益15億36百万

円（同19.8％増）、経常利益14億10百万円（同23.0％増）となりましたが、「固定資産の減損に係る会計基準」及

び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」を適用したことによる減損損失１億62百万円を特別損失として計

上したこと等により、当期純利益は5億87百万円（同3.4％減）となりました。

［合成樹脂加工製品事業］

　製品別新組織「ビジネスユニット」体制を導入し、製販一体となって「選択と集中」を柱とした製品戦略や採算

改善策を実行するとともに、製品開発面におきましても組織変革及び開発手法の改革により、開発スピードにこだ

わった運営を行ってまいりました。また、原油価格高騰に伴う合成樹脂原料の相次ぐ値上げに対しては、その都度、

製品価格への転嫁を実施するとともに、固定費削減とロス率低減を目的とする生産改革を強力に推進してまいりま

した。海外子会社２社につきましては、原材料高騰の影響等により原価が上昇するなか、「青島萩原工業有限公司」

は生産技術力の向上と生産品目の拡大、また「ハギハラ・ウイハルタ・インドネシア社」はコスト削減と製品値上

げ活動に注力いたしましたが、厳しい経営環境を強いられました。

　その結果、売上高は182億41百万円と前年同期に比べ9億60百万円（5.6％）の増収となり、営業利益は9億31百万

円と前年同期に比べ1億5百万円（12.7％）の増益となりました。

［機械製品事業］

　主力製品であるスリッター関連機器は、大型液晶・プラズマＴＶ業界の好調な設備投資と食品包装・記録紙関係

も消費拡大に伴う増産体制にあり概ね順調に推移いたしました。一方、プラスチック関連機器におきましては、再

生ペレット製造装置「ＨｕＳＳ－１０５Ｖ」を開発、上市いたしました。この新型再生機は、従来リサイクルが困

難であった水濡れや発泡したプラスチックの処理が可能であり、工場内リサイクル・廃プラスチック再生処理等幅

広い分野への販売が期待されております。また、「萩華機械技術（上海）有限公司」は当初の計画どおり順調に進

捗しております。

　その結果、売上高は43億43百万円と前年同期に比べ5億3百万円（13.1％）の増収となり、営業利益は6億2百万円

と前年同期に比べ1億48百万円（32.7％）の増益となりました。
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②　次期の見通し

　今後の経済見通しにつきましては、景気回復は当面底堅く推移するものと予想されますが、原油価格の動向、公

共投資の低調な推移等、先行き不透明な状況が続くものと思われます。当社グループを取り巻く事業環境につきま

しても、不安定な原油価格による合成樹脂原料価格の動向には留意する必要があり依然として厳しい状況にありま

す。

　このようななか、「ベスト・プロダクトミクス」を社長方針とし、連結会社全てのリソースを有機能的有効活用

し、最大成果を追求するために各種施策を講じるとともに、２００８年１０月期を最終年度として発表しておりま

す中期経営計画の達成を目指してまいります。セグメント別には以下の諸施策を実施していく予定であります。

［合成樹脂加工製品事業］

　合成樹脂加工製品事業は、中期経営計画達成に向けた製品戦略とベストプロダクトミクスを目指した生産革新の

実践に邁進し、体質の変革と体力強化を目的とした構造変革を追求してまいります。また、ビジネスユニット制の

もとでマネジメント力の強化及び人と組織の更なる活性化に努めてまいります。

［機械製品事業］

　機械製品事業は、サプライチェーンの効率追求と生産体制の再構築を目指し、成長戦略の遂行と投資効果の追求、

営業・開発・製造の各部門との情報共有化と問題・課題解決のスピードアップ及びＣＳＲ運営の遂行を主要管理項

目とし、成長市場への積極的な事業拡大を図ってまいります。

　平成19年10月期の連結会計年度の業績予想につきましては、連結売上高230億円（前年同期比1.8％増）、連結経

常利益15億5百万円（同6.7％増）、連結当期純利益8億80百万円（同49.8％増）を見込んでおります。

　セグメント別の当期売上高については、次のとおりと予想しております。

事業別 合成樹脂加工製品 機械製品 合計

売上高
金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

18,350 79.8 4,650 20.2 23,000 100.0

※　上記の予想は、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したものであり、実際の業績は今後様々

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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(2）財政状態

①　財政状態の分析

・流動資産

　当連結会計年度末における流動資産の残高は、108億74百万円（前連結会計年度末100億31百万円）となり、８億

43百万円増加しました。これは売上高増加により売上債権及びたな卸資産が増加したこと等によります。

・固定資産

　当連結会計年度末における固定資産の残高は、93億53百万円（前連結会計年度末95億10百万円）となり、１億56

百万円減少しました。これは減価償却の実施７億90百万円及び有形固定資産の取得６億18百万円等によります。

・流動負債

　当連結会計年度末における流動負債の残高は、95億24百万円（前連結会計年度末88億93百万円）となり、６億30

百万円増加しました。これは売上高増加に伴う仕入高増加により支払手形及び買掛金が５億65百万円増加したこと

等によります。

・固定負債

　当連結会計年度末における固定負債の残高は、31億21百万円（前連結会計年度末36億86百万円）となり、５億65

百万円減少しました。これは長期借入金が減少したこと等によります。

・純資産

　当連結会計年度末における純資産の残高は、75億83百万円（前連結会計年度末68億９百万円）となり、７億73百

万円増加しました。これは利益剰余金が４億94百万円増加したこと等によります。

②　経営成績の分析

・売上高

　当連結会計年度における売上高は、225億85百万円（前連結会計年度211億22百万円）となり、14億63百万円増加

いたしました。これは合成樹脂加工製品事業では、昨年秋からの台風や地震によるシート関連製品の災害復興需要

によるもの、また、コンクリート補強材のバルチップや粘着テープ用クロス等の高付加価値製品が新規用途や既存

製品との代替として順調に売上を拡大したこと及び合成樹脂原料価格の値上がりに伴う各種製商品への価格転嫁の

影響によるものです。機械製品事業では、スリッターの新分野への進出等により増加いたしました。

・売上総利益

　当連結会計年度における売上総利益は、55億３百万円（前連結会計年度51億45百万円）となり、３億58百万円増

加いたしました。これは、世界的な原油価格の高騰により、当社製品主原料である合成樹脂原料（ポリプロピレン・

ポリエチレン）の値上げが数回にわたり行われ、この値上げに対して、製品販売価格への価格転嫁及び生産コスト

削減等の諸施策の実施を行った結果によるものです。

・販売費及び一般管理費

　当連結会計年度における販売費及び一般管理費は、39億66百万円（前連結会計年度38億62百万円）となり、１億

４百万円増加いたしました。これは給与・賞与及び賞与引当金繰入額が増加したこと等によります。

・営業外損益

　当連結会計年度における営業外損益は、１億26百万円の損失（前連結会計年度１億36百万円の損失）となり、９

百万円の費用減少となりました。これは為替差益の増加に加え、休止設備支払リース料の減少等によるものです。

・特別損益

　当連結会計年度における特別損益は、３億３百万円の損失（前連結会計年度１億92百万円の損失）となり、１億

10百万円損失が増加いたしました。これは遊休資産に対する減損損失を１億62百万円計上したこと等によります。

・税金等調整前当期純利益

　当連結会計年度における税金等調整前当期純利益は、11億７百万円（前連結会計年度９億54百万円）となり、１

億52百万円増加いたしました。

・法人税等

　当連結会計年度における税金費用は、５億25百万円（前連結会計年度３億57百万円）となり、１億67百万円増加

いたしました。これは税金等調整前当期純利益の増加及び減損損失の損金不算入に伴う課税所得の増加によるもの

です。

・当期純利益

　当連結会計年度における当期純利益は、５億87百万円（前連結会計年度６億８百万円）となり、20百万円減少い

たしました。この結果、１株当たり当期純利益は99円02銭（前連結会計年度108円68銭）となり、９円66銭減少しま

した。
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③　キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ１億98百万

円減少し、当連結会計年度末には10億75百万円となりました。

　当連結会計年度における活動ごとのキャッシュ・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）

　当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益（11億７百万円）と減価償却

費（７億90百万円）及び仕入債務の増加５億73百万円等を主とする資金の増加と売上債権の増加４億20百万円、た

な卸資産の増加７億12百万円等を主とする資金の減少により、８億45百万円（前連結会計年度比３億93百万円減少）

の資金の増加となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、生産設備の新増設、更新及び合理化投資の充実による

有形固定資産の取得４億81百万円等を主とする支出により、４億53百万円（前連結会計年度比１億11百万円の支出

減少）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）

　当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の９億円の収入がありましたが、長期借入

金の返済による支出13億３百万円等により、６億10百万円の資金の減少（前連結会計年度は４億19百万円の資金の

減少）となりました。

（キャッシュ・フロー指標のトレンド）

平成14年
10月期

平成15年
10月期

平成16年
10月期

平成17年
10月期

平成18年
10月期

自己資本比率（％） 36.7 33.7 31.9 34.8 37.0

時価ベースの自己資本比率（％） 18.1 15.3 14.1 28.0 34.4

債務償還年数（年） 4.7 9.4 15.0 5.3 7.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ 11.0 7.6 5.2 11.0 7.3

　（注）　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※２．株式時価総額は、期末直近株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

※３．営業活動によるキャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

使用しています。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を

対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の支払利息の支払額を使用し

ております。
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(3）事業等のリスク

　当社グループの経営成績、株価及び財政状況等に影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがあります。

なお、文中における将来に関する事項は決算短信提出日現在において当社が判断したものです。また、本記載は将来

発生しうる全てのリスクを必ずしも網羅したものではありません。

①　原材料の市況変動の影響について

　当社の合成樹脂加工製品事業部門、かようアイランド株式会社、ハギハラ・ウイハルタ・インドネシア社及び青

島萩原工業有限公司は主にポリエチレン・ポリプロピレン樹脂を原材料として使用しております。これら原材料の

価格は、原油・ナフサといった国際商品市況の影響を受けるもので、原材料価格の変動は避けられない状況にあり

ます。今後、原材料価格が上昇し、製品価格への転嫁が遅れた場合には業績に影響を及ぼす可能性があります。

②　為替変動の影響について

　当社グループの事業、業績及び財務状況は為替相場の変動によって影響を受けます。海外子会社における売上、

費用、資産を含む現地通貨建の項目は、連結財務諸表の作成のために円換算されております。換算時の為替レート

により、これらの項目は現地通貨における価値が変わらなかったとしても、円換算後の価値が影響を受ける可能性

があります。また、為替動向は外貨建で取引されている仕入価格及び売上高にも影響を与える可能性があり、急激

な為替変動があった場合には業績に影響を及ぼす可能性があります。

③　法的規制による影響について

　当社グループは法令の遵守を基本として事業を進めておりますが、製造物責任や環境、リサイクル関連、独占禁

止、特許、税制、輸出入関連などにおいて、国内、海外を問わず様々な法的規制を受けており、今後さらにその規

制が強化することも考えられます。そのような場合、事業活動に対する制約の拡大やコストの増加も予想され、当

社グループの事業活動に影響を及ぼす可能性があります。

④　製造物責任による影響について

　当社グループは日本国内及び事業展開する各国において認められている品質管理基準に従って製品を製造してお

りますが、将来にわたって全ての製品に欠陥がなく、製造物賠償責任請求及びリコール等に伴う費用が発生しない

という保証はありません。当社グループは製造物賠償責任保険に加入しておりますが、賠償額を全て賄えるという

保証はなく、製品の欠陥が当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

⑤　退職給付債務の影響について

　当社グループの退職給付費用及び債務は、割引率等数理計算上で設定される前提条件や年金資産の期待運用収益

率に基づいて設定されております。実際の結果が前提条件と異なる場合又は前提条件が変更された場合には業績に

影響を及ぼす可能性があります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年10月31日）
当連結会計年度

（平成18年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金   1,584,937   1,225,011  

２　受取手形及び売掛金   4,877,088   5,305,641  

３　たな卸資産   2,883,737   3,617,844  

４　繰延税金資産   234,624   227,368  

５　その他   465,873   514,314  

６　貸倒引当金   △14,809   △15,290  

流動資産合計   10,031,452 51.3  10,874,889 53.8

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※１ 6,875,346   6,992,770   

減価償却累計額  4,339,924 2,535,422  4,537,752 2,455,017  

(2）機械装置及び運搬具 ※１ 9,974,442   10,247,485   

減価償却累計額  7,492,736 2,481,705  7,777,471 2,470,014  

(3）工具器具備品 ※１ 725,286   739,641   

減価償却累計額  612,620 112,665  615,131 124,509  

(4）土地 ※１  2,824,869   2,674,513  

(5）建設仮勘定   71,541   83,589  

有形固定資産合計   8,026,204   7,807,643  

２　無形固定資産        

(1）連結調整勘定   698   －  

(2）のれん   －   21,757  

(3）その他   90,968   90,183  

無形固定資産合計   91,666   111,940  
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前連結会計年度

（平成17年10月31日）
当連結会計年度

（平成18年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券   127,568   120,343  

(2）繰延税金資産   327,929   296,114  

(3）その他   939,357   1,018,996  

(4）貸倒引当金   △2,399   △1,426  

投資その他の資産合計   1,392,456   1,434,028  

固定資産合計   9,510,327 48.7  9,353,612 46.2

資産合計   19,541,780 100.0  20,228,502 100.0

        

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　支払手形及び買掛金   3,227,256   3,793,192  

２　短期借入金   3,846,915   3,755,217  

３　未払法人税等   335,596   273,570  

４　繰延税金負債   －   634  

５　賞与引当金   440,926   468,458  

６　製品保証引当金   23,000   23,000  

７　その他   1,020,012   1,209,994  

流動負債合計   8,893,707 45.5  9,524,066 47.1

Ⅱ　固定負債        

１　長期借入金   2,699,039   2,305,411  

２　繰延税金負債   19,889   19,889  

３　退職給付引当金   739,184   555,348  

４　役員退職慰労引当金   212,472   226,606  

５　その他   15,881   13,895  

固定負債合計   3,686,466 18.9  3,121,150 15.4

負債合計   12,580,174 64.4  12,645,217 62.5

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   151,935 0.8  － －
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前連結会計年度

（平成17年10月31日）
当連結会計年度

（平成18年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※５  1,008,000 5.1  － －

Ⅱ　資本剰余金   622,800 3.2  － －

Ⅲ　利益剰余金   5,266,003 26.9  － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   40,019 0.2  － －

Ⅴ　為替換算調整勘定   △20,721 △0.1  － －

Ⅵ　自己株式 ※６  △106,432 △0.5  － －

資本合計   6,809,670 34.8  － －

負債、少数株主持分及び資
本合計

  19,541,780 100.0  － －

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   － －  1,008,000 5.0

２　資本剰余金   － －  622,800 3.1

３　利益剰余金   － －  5,760,476 28.4

４　自己株式   － －  △3,617 △0.0

株主資本合計   － －  7,387,658 36.5

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額
金

  － －  34,962 0.2

２　為替換算調整勘定   － －  52,599 0.3

評価・換算差額等合計   － －  87,561 0.5

Ⅲ　少数株主持分   － －  108,064 0.5

純資産合計   － －  7,583,284 37.5

負債純資産合計   － －  20,228,502 100.0
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   21,122,078 100.0  22,585,821 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１  15,976,632 75.6  17,081,892 75.6

売上総利益   5,145,445 24.4  5,503,928 24.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１　荷造運賃  836,281   834,370   

２　貸倒引当金繰入額  －   1,782   

３　給料・賞与  789,112   800,171   

４　賞与引当金繰入額  97,254   151,740   

５　退職給付費用  28,278   △8,940   

６　役員退職慰労引当金繰入
額

 21,760   21,548   

７　その他 ※１ 2,089,503 3,862,189 18.3 2,166,288 3,966,960 17.6

営業利益   1,283,256 6.1  1,536,967 6.8

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息  1,011   1,033   

２　受取配当金  829   1,004   

３　デリバティブ評価益  10,043   －   

４　作業屑売却収入  13,676   13,912   

５　受取保険金  24,514   17,763   

６　為替差益  210   15,214   

７　その他  31,311 81,596 0.3 38,956 87,885 0.4

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  103,832   116,694   

２　デリバティブ評価損  －   1,081   

３　売上割引  41,461   45,140   

４　休止設備支払リース料  33,362   28,596   

５　その他  39,443 218,099 1.0 23,219 214,732 1.0

経常利益   1,146,753 5.4  1,410,120 6.2

Ⅵ　特別利益        

１　固定資産売却益 ※２ 1,200   848   

２　投資有価証券売却益  －   8   

３　出資金処分益  －   13,002   

４　貸倒引当金戻入益  12,548   －   

５　和解金 ※３ 35,000 48,748 0.2 － 13,858 0.1
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前連結会計年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失        

１　固定資産売却損 ※４ 67,386   －   

２　固定資産除却損 ※５ 174,071   28,618   

３　減損損失 ※６ －   162,335   

４　リース契約解約損  － 241,457 1.1 126,000 316,953 1.4

税金等調整前当期純利益   954,045 4.5  1,107,025 4.9

法人税、住民税及び事業
税

 426,916   480,547   

法人税等調整額  △69,450 357,465 1.7 44,513 525,060 2.3

少数株主損失   11,608 0.1  5,595 0.0

当期純利益   608,188 2.9  587,560 2.6
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   622,800

Ⅱ　資本剰余金期末残高   622,800

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   4,722,719

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１　当期純利益  608,188 608,188

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１　配当金  54,817  

２　役員賞与  10,000  

（うち監査役賞与）  (－)  

３　自己株式処分差損  86 64,903

Ⅳ　利益剰余金期末残高   5,266,003

    

－ 15 －



連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自平成17年11月１日　至平成18年10月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年10月31日　残高（千円） 1,008,000 622,800 5,266,003 △106,432 6,790,371

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）（千円） － － △86,989 － △86,989

役員賞与（注）（千円） － － △6,000 － △6,000

当期純利益（千円） － － 587,560 － 587,560

自己株式の取得（千円） － － － △103 △103

自己株式の処分（千円） － － △98 102,918 102,820

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）
（千円）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － 494,472 102,814 597,287

平成18年10月31日　残高（千円） 1,008,000 622,800 5,760,476 △3,617 7,387,658

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等合

計

平成17年10月31日　残高（千円） 40,019 △20,721 19,298 151,935 6,961,606

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）（千円） － － － － △86,989

役員賞与（注）（千円） － － － － △6,000

当期純利益（千円） － － － － 587,560

自己株式の取得（千円） － － － － △103

自己株式の処分（千円） － － － － 102,820

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）
（千円）

△5,057 73,320 68,262 △43,871 24,391

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△5,057 73,320 68,262 △43,871 621,678

平成18年10月31日　残高（千円） 34,962 52,599 87,561 108,064 7,583,284

 （注）平成18年１月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

   

税金等調整前当期純利益  954,045 1,107,025

減価償却費  807,153 790,250

減損損失  － 162,335

連結調整勘定償却額  1,380 －

のれん償却額  － 3,116

貸倒引当金の減少額  △27,772 △911

退職給付引当金の減少額  △127,041 △186,200

役員退職慰労引当金の増
加額

 13,249 14,134

受取利息及び受取配当金  △1,840 △2,038

支払利息  103,832 116,694

固定資産売却益  △1,200 △848

固定資産売却損  67,386 －

固定資産除却損  174,071 28,618

役員賞与の支払額  △10,000 △6,000

売上債権の増加額  △241,664 △420,069

たな卸資産の増加額  △463,653 △712,385

仕入債務の増加額  95,892 573,544

その他  129,568 36,659

小計  1,473,405 1,503,924

利息及び配当金の受取額  1,831 2,104

利息の支払額  △112,877 △115,952

還付法人税等の受取額  20,025 －

法人税等の支払額  △143,377 △544,450

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,239,006 845,626
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前連結会計年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

   

定期預金の預入又は払出
による収入（純額）

 40,006 161,000

有形固定資産の取得によ
る支出

 △606,296 △481,316

有形固定資産の売却によ
る収入

 26,162 6,067

投資有価証券の取得によ
る支出

 △1,273 △1,273

投資有価証券の売却によ
る収入

 － 15

その他固定資産の取得に
よる支出

 △112,216 △160,964

その他固定資産の回収に
よる収入

 88,729 22,729

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △564,888 △453,743

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

短期借入金の純減少額  △30,981 △155,201

長期借入れによる収入  800,000 900,000

長期借入金の返済による
支出

 △1,302,538 △1,303,500

自己株式の売却による収
入

 170,130 102,820

自己株式の取得による支
出

 △1,753 △103

少数株主からの株式取得
による支出

 － △67,356

配当金の支払額  △54,855 △86,943

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △419,998 △610,286

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 27,624 19,477

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額（△：減少）

 281,744 △198,926

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 992,193 1,273,937

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

 1,273,937 1,075,011
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

１　連結の範囲に関する事項 子会社は全て連結しております。

当該連結子会社は、ハギハラ・ウイハル

タ・インドネシア社、日本ファブウエルド

㈱、かようアイランド㈱、青島萩原工業有

限公司及び萩華機械技術（上海）有限公司

の５社であります。なお、萩華機械技術

（上海）有限公司は新規設立により、当連

結会計年度から連結の範囲に含めておりま

す。

子会社は全て連結しております。

当該連結子会社は、ハギハラ・ウイハル

タ・インドネシア社、日本ファブウエルド

㈱、かようアイランド㈱、青島萩原工業有

限公司、萩華機械技術（上海）有限公司及

び萩原アシスト㈱の６社であります。なお、

萩原アシスト㈱は新規設立により、当連結

会計年度から連結の範囲に含めております。

２　連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は３月31日及

び12月31日であります。連結財務諸表の作

成にあたっては、９月30日を仮決算日とす

る財務諸表を基礎としておりますが、連結

決算日との間に生じた重要な取引について

は連結財務諸表上必要な調整を行っており

ます。

同左

３　会計処理基準に関する事

項

  

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

 

 

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価

法

（評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法

により算定）

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価

法

（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均

法により算定）

 

 

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

移動平均法による原価法

 

 

②　デリバティブ

時価法

②　デリバティブ

同左

 

 

③　たな卸資産

主として移動平均法による原価法

③　たな卸資産

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

 

 

 

 

 

有形固定資産

定率法、在外会社は定額法

ただし、国内会社は平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附属設備を

除く）については定額法を採用してお

ります。

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物及び構築物

10年～35年

機械装置及び運搬具

４年～16年

有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形固定資産

定額法

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

自社利用のソフトウェア

５年

無形固定資産

同左

 

 

 

(3）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については、貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。

①　貸倒引当金

同左

 

 

②　賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、翌

期支給見込額のうち当期負担額を計上

しております。

②　賞与引当金

同左

 

 

③　製品保証引当金

製品の無償補修にかかる支出に備える

ため、過去の無償補修実績を基礎とし

て無償補修費見込額を計上しておりま

す。

③　製品保証引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

 

 

④　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。

過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により費用処理

しております。

数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法により翌連

結会計年度から費用処理しております。

④　退職給付引当金

同左

 

 

⑤　役員退職慰労引当金

当社は、役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。

⑤　役員退職慰労引当金

同左

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。なお、在外

子会社の資産及び負債は連結決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、収益及び費

用は期中平均相場により円貨に換算し、換

算差額は少数株主持分及び資本の部におけ

る為替換算調整勘定に含めております。

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。なお、在外

子会社の資産及び負債は連結決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、収益及び費

用は期中平均相場により円貨に換算し、換

算差額は純資産の部における為替換算調整

勘定及び少数株主持分に含めております。

(5）重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。

同左

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理の方法は、税抜方式に

よっております。

消費税等の会計処理方法

同左

４　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価について

は、全面時価評価法を採用しております。

同左

５　連結調整勘定の償却に関

する事項

連結調整勘定の償却については、５年間の

均等償却を行っております。

―――――――

６　のれんの償却に関する事

項

――――――― のれんの償却については、５年間の均等償

却を行っております。 

７　利益処分項目等の取扱い

に関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分

について、連結会計年度中に確定した利益

処分に基づいて作成しております。

―――――――
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

８　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３カ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなっ

ております。

同左

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

────── （固定資産減損に係る会計基準）

当連結会計年度より「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年8月9日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第6号　平成15年10月31日）を適用しております。こ

れにより、税金等調整前当期純利益は162,335千円減少し

ております。

また、セグメント情報に与える影響については当該箇所に

記載しております。

 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

当連結会計年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第5号　平成17年12月9日）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号　平成17年12

月9日）を適用しております。従来の資本の部の合計に相

当する金額は7,475,220千円であります。

 なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産の

部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の

連結財務諸表規則により作成しております。

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

────── （連結貸借対照表）

「連結調整勘定」は、当連結会計年度から「のれん」とし

て表示しております。

 

────── （連結キャッシュ・フロー計算書）

「連結調整勘定償却額」は、当連結会計年度から「のれん

償却額」として表示しております。
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追加情報

前連結会計年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

（製品保証引当金の計上）

当連結会計年度より、販売した機械製品の無償修理費用の

計上方法を無償修理実施時に計上する方法から期末におけ

る無償修理費用の発生を合理的に見積り、その見積額を引

当計上する方法に変更しております。

この変更は、顧客システムの充実により受注物件毎の損益

管理精度が高まり、将来発生が見込まれる無償修理費用の

見積りが合理的に可能となり、近年の受注増加に伴い財務

内容の健全化を図るために行ったものであります。

この変更により、営業利益及び経常利益並びに税金等調整

前当期純利益は23,000千円少なく計上されております。

なお、この変更を下期から実施しておりますが、当中間連

結会計期間で実施した場合には営業利益及び経常利益並び

に税金等調整前中間純利益はそれぞれ22,000千円少なくな

ります。

また、セグメント情報に与える影響については当該箇書に

記載しております。

――――――
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年10月31日）

当連結会計年度
（平成18年10月31日）

※１　担保提供資産

(イ）担保に提供している資産

※１　担保提供資産

(イ）担保に提供している資産

建物及び構築物 314,241千円

土地 1,878,865千円

計 2,193,107千円

建物及び構築物 338,860千円

土地 1,720,323千円

計 2,059,183千円

上記に対する債務等は次のとおりであります。 上記に対する債務等は次のとおりであります。

短期借入金 885,011千円

長期借入金 235,853千円

取引保証等 182,596千円

計 1,303,460千円

短期借入金 921,758千円

長期借入金 151,418千円

取引保証等 184,720千円

計 1,257,896千円

(ロ）財団抵当に供している資産 (ロ）財団抵当に供している資産

建物及び構築物 843,439千円

機械装置及び運搬具 843,765千円

工具器具備品 42,108千円

土地 589,521千円

計 2,318,833千円

建物及び構築物 784,518千円

機械装置及び運搬具 928,514千円

工具器具備品 43,275千円

土地 589,521千円

計 2,345,830千円

上記に対する債務は次のとおりであります。 上記に対する債務は次のとおりであります。

短期借入金 1,005,208千円

長期借入金 1,405,482千円

計 2,410,690千円

短期借入金 1,170,350千円

長期借入金 1,262,650千円

計 2,433,000千円

２　偶発債務

売上債権流動化に伴う受取手形譲渡高

507,901千円

２　偶発債務

売上債権流動化に伴う受取手形譲渡高

581,732千円

――――――― ３　コミットメントライン

当社は運転資金の効果的な調達を行うため取引銀行

７行とコミットメントライン設定契約を締結してお

ります。当連結会計年度末におけるコミットメント

ライン設定契約に係る借入未実行残高等は次のとお

りであります。

コミットメントラインの総額 2,800,000千円

借入実行残高 1,500,000千円

差引額 1,300,000千円

４　受取手形割引高 648,408千円 ―――――――

※５　当社の発行済株式総数 ―――――――

普通株式 6,000,000株  

※６　連結会社が保有する自己株式の数 ―――――――

普通株式 200,710株  
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

※１　研究開発費の総額 ※１　研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費

用に含まれる研究開発費
400,144千円

一般管理費及び当期製造費

用に含まれる研究開発費
359,590千円

※２　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※２　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 1,200千円 機械装置及び運搬具 848千円

※３　ライセンス契約解除に伴う和解金35,000千円であり

ます。

───────

※４　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ───────

建物及び構築物 744千円

機械装置及び運搬具 2,272千円

工具器具備品 1,610千円

土地 60,928千円

処分費用 1,831千円

計 67,386千円

※５　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※５　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 1,346千円

機械装置及び運搬具 167,556千円

工具器具備品 4,716千円

処分費用 451千円

計 174,071千円

建物及び構築物 9,362千円

機械装置及び運搬具 17,181千円

工具器具備品 2,074千円

計 28,618千円

─────── ※６　減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産について減損損失を計上しております。

場所 用途 種類 

岡山県加賀郡

吉備中央町

遊休地 土地 

岡山県真庭市 遊休地 土地 

 当社グループは、事業用資産については管理会計上

の区分を基準に主として工場単位により、遊休資産

については個別物件単位でグルーピングを行ってお

ります。市場価格の著しい下落により、上記資産の

各々の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額（162,335千円）を減損損失として特別損失に

計上しております。なお、回収可能価額は正味売却

価額により測定しており、主として不動産鑑定士に

よる鑑定評価額を使用し算定しております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成17年11月１日　至　平成18年10月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 6,000,000 － － 6,000,000

合計 6,000,000 － － 6,000,000

自己株式     

普通株式（注）１・２ 200,710 90 194,000 6,800

合計 200,710 90 194,000 6,800

（注）１．普通株式の増加90株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　　　２．普通株式の減少194,000株は、売却による減少であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年１月26日

定時株主総会
普通株式 86,989 15 平成17年10月31日 平成18年１月26日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年１月24日

定時株主総会
普通株式 119,864 利益剰余金 20 平成18年10月31日 平成19年１月25日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,584,937千円

預入期間が３カ月を超える定期預金 △311,000千円

現金及び現金同等物 1,273,937千円

現金及び預金勘定 1,225,011千円

預入期間が３カ月を超える定期預金 △150,000千円

現金及び現金同等物 1,075,011千円
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械装置及び
運搬具

526,207 383,226 142,980

工具器具備品 66,324 32,486 33,837

（無形固定資
産）
その他

609,320 196,619 412,701

合計 1,201,851 612,332 589,519

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械装置及び
運搬具

136,062 52,322 83,740

工具器具備品 44,649 22,581 22,067

（無形固定資
産）
その他

590,776 278,701 312,074

合計 771,488 353,605 417,883

２　未経過リース料期末残高相当額 ２　未経過リース料期末残高相当額

１年内 175,345千円

１年超 431,065千円

合計 606,411千円

１年内 127,147千円

１年超 299,257千円

合計 426,404千円

３　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 193,149千円

減価償却費相当額 180,568千円

支払利息相当額 12,975千円

支払リース料 162,950千円

減価償却費相当額 153,225千円

支払利息相当額 9,133千円

４　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

４　減価償却費相当額の算定方法

同左

５　利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。

５　利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

前連結会計年度（平成17年10月31日）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの

株式 56,975 124,168 67,192

小計 56,975 124,168 67,192

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの

株式 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 56,975 124,168 67,192

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 3,400

当連結会計年度（平成18年10月31日）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの

株式 58,242 116,943 58,700

小計 58,242 116,943 58,700

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの

株式 － － －

小計 － － －

合計 58,242 116,943 58,700

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 3,400
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③　デリバティブ取引

（前連結会計年度）

前連結会計年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

１　取引の状況に関する事項

当社は、通貨オプション取引及び為替予約取引を外貨建債権債務に係る為替相場の変動リスクを回避する目的で、

外貨建債権債務及び実現の可能性の確実な外貨建見込取引の範囲内で行っております。

当社及び連結子会社において上記以外の投機目的によるデリバティブ取引は行っておりません。

当社及び連結子会社のデリバティブ取引の契約先はいずれも信用度の高い銀行であるため、相手方の契約不履行に

係る信用リスクはほとんどないと認識しております。

当社のデリバティブ取引についての基本方針は取締役会で決定され、通常の営業取引に係る為替予約取引は各事業

部門ごとに行っており、その管理は、事業支援部経理・財務グループが一括して行っております。また、連結子会

社は、当社取締役会の承認に基づき取引を実行しております。

なお、取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又

は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

２　取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

通貨関連

区分 種類

前連結会計年度
（平成17年10月31日）

契約額等
（千円）

契約額等の内
１年超(千円)

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引以外
の取引

オプション取引     

売建     

プット     

米ドル
（オプション料）

80,479
(3,681)

―
(―)

558 3,122

買建     

コール     

米ドル
（オプション料）

80,479
(2,212)

―
(―)

11 △2,200

為替予約取引     

買建     

米ドル 60,261 ― 60,290 29

ユーロ 126,051 ― 128,114 2,062

合計 ― ― ― 3,013

　（注）　時価の算定方法

オプション取引については取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

また、連結会計年度末の為替相場は先物為替相場を使用しております。
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（当連結会計年度）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

１　取引の状況に関する事項

当社は、通貨オプション取引及び為替予約取引を外貨建債権債務に係る為替相場の変動リスクを回避する目的で、

外貨建債権債務及び実現の可能性の確実な外貨建見込取引の範囲内で行っております。

当社及び連結子会社において上記以外の投機目的によるデリバティブ取引は行っておりません。

当社及び連結子会社のデリバティブ取引の契約先はいずれも信用度の高い銀行であるため、相手方の契約不履行に

係る信用リスクはほとんどないと認識しております。

当社のデリバティブ取引についての基本方針は取締役会で決定され、通常の営業取引に係る為替予約取引は各事業

部門ごとに行っており、その管理は、事業支援部経理・財務グループが一括して行っております。また、連結子会

社は、当社取締役会の承認に基づき取引を実行しております。

なお、取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又

は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

２　取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

通貨関連

区分 種類

当連結会計年度
（平成18年10月31日）

契約額等
（千円）

契約額等の内
１年超(千円)

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引以外
の取引

為替予約取引     

買建     

米ドル 1,640 － 1,623 △16

ユーロ 69,868 － 68,803 △1,065

合計 71,509 － 70,427 △1,081

　（注）　時価の算定方法

連結会計年度末の為替相場は先物為替相場を使用しております。
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④　退職給付

（前連結会計年度）

１　採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。

２　退職給付債務に関する事項（平成17年10月31日）

①　退職給付債務 △2,499,669千円

②　年金資産 2,164,110千円

③　未積立退職給付債務（①＋②） △335,558千円

④　未認識数理計算上の差異 △231,026千円

⑤　未認識過去勤務債務（債務の減少） △153,238千円

⑥　連結貸借対照表計上額純額（③＋④＋⑤） △719,823千円

⑦　前払年金費用 19,360千円

⑧　退職給付引当金（⑥－⑦） △739,184千円

　（注）　一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３　退職給付費用に関する事項（自　平成16年11月１日　至　平成17年10月31日）

①　勤務費用 131,429千円

②　利息費用 54,706千円

③　期待運用収益 △55,638千円

④　数理計算上の差異の費用処理額 9,460千円

⑤　過去勤務債務の費用処理額 △97,084千円

⑥　その他 9,495千円

⑦　退職給付費用（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥） 52,368千円

　（注）　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「①　勤務費用」に計上しております。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項（平成17年10月31日）

①　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②　割引率 主として2.0％

③　期待運用収益率 3.0％

④　数理計算上の差異の処理年数 ５年

⑤　過去勤務債務の額の処理年数 ５年
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（当連結会計年度）

１　採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。

２　退職給付債務に関する事項（平成18年10月31日）

①　退職給付債務 △2,497,633千円

②　年金資産 2,473,668千円

③　未積立退職給付債務（①＋②） △23,964千円

④　未認識数理計算上の差異 △447,277千円

⑤　未認識過去勤務債務（債務の減少） △58,858千円

⑥　連結貸借対照表計上額純額（③＋④＋⑤） △530,100千円

⑦　前払年金費用 25,248千円

⑧　退職給付引当金（⑥－⑦） △555,348千円

　（注）　一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３　退職給付費用に関する事項（自　平成17年11月１日　至　平成18年10月31日）

①　勤務費用 113,608千円

②　利息費用 43,833千円

③　期待運用収益 △63,770千円

④　数理計算上の差異の費用処理額 △19,696千円

⑤　過去勤務債務の費用処理額 △93,448千円

⑥　その他 4,885千円

⑦　退職給付費用（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥） △14,587千円

　（注）　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「①　勤務費用」に計上しております。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項（平成18年10月31日）

①　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②　割引率 主として2.0％

③　期待運用収益率 3.0％

④　数理計算上の差異の処理年数 ５年

⑤　過去勤務債務の額の処理年数 ５年
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⑤　ストック・オプション等

当連結会計年度（自　平成17年11月１日　至　平成18年10月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成15年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社取締役 　10名　　当社従業員  72名

子会社取締役  1名

ストック・オプション数 普通株式  517,000株 （注）１

付与日 平成15年１月28日

権利確定条件 （注）２

対象勤務期間 ───────

権利行使期間 平成17年２月１日から平成20年１月30日まで

（注）１　株式数に換算して記載しております。

２　新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従

業員の地位を有していることを要する。

新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

その他、権利行使の条件は、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で

締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

  
平成15年

ストック・オプション

権利確定後 （株）  

前連結会計年度末  196,000

権利行使  194,000

未行使残  2,000

②　単価情報

  
平成15年

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 530

行使時平均株価 （円） 1,140
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⑥　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年10月31日）

当連結会計年度
（平成18年10月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（流動資産）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（流動資産（負債））

繰延税金資産  

賞与引当金 178,725千円

未払事業税 30,760千円

製品保証引当金 9,301千円

その他 23,919千円

繰延税金資産合計 242,706千円

繰延税金負債  

前払年金費用 △8,081千円

繰延税金資産の純額 234,624千円

繰延税金資産  

賞与引当金 189,097千円

未払事業税 22,686千円

製品保証引当金 9,301千円

その他 16,186千円

繰延税金資産合計 237,271千円

繰延税金負債  

前払年金費用 △10,538千円

繰延税金負債合計 △10,538千円

繰延税金資産（負債）の純額 226,733千円

繰延税金資産（負債）の純額は連結貸借対照表の

次の項目に含まれております。

繰延税金資産　227,368千円

繰延税金負債　    634千円

（固定資産） （固定資産）

繰延税金資産  

退職給付引当金 261,745千円

役員退職慰労引当金 85,923千円

貸倒引当金 3,685千円

その他 14,637千円

繰延税金資産合計 365,991千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △27,172千円

特別償却準備金 △10,889千円

繰延税金負債合計 △38,062千円

繰延税金資産の純額 327,929千円

繰延税金資産  

土地 65,648千円

退職給付引当金 217,400千円

役員退職慰労引当金 91,639千円

貸倒引当金 3,619千円

その他 14,088千円

繰延税金資産小計 392,396千円

評価性引当額 △65,648千円

繰延税金資産合計 326,748千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △23,738千円

特別償却準備金 △6,895千円

繰延税金負債合計 △30,634千円

繰延税金資産の純額 296,114千円

（固定負債） （固定負債）

繰延税金負債  

土地評価差額 19,889千円

繰延税金負債  

土地評価差額 19,889千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

国内の法定実効税率 40.4％ 国内の法定実効税率 40.4％

（調整） （調整）

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目
2.6％

住民税均等割 0.8％

子会社の税率差 0.2％

試験研究費の税額控除 △6.1％

繰越欠損金の利用 △1.0％

欠損金子会社の未認識税務利

益
0.5％

その他 0.1％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
37.5％

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目
3.7％

受取配当金等永久に益金に算

入されない項目
△0.5％

住民税均等割 0.7％

試験研究費等の税額控除 △3.9％

欠損金関係会社の未認識税務

利益
1.2％

減損損失 5.9％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
47.4％
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⑦　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年11月１日　至　平成17年10月31日）

 
合成樹脂加工
製品（千円）

機械製品
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 17,281,405 3,840,673 21,122,078 ― 21,122,078

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
― 83,364 83,364 (83,364) ―

計 17,281,405 3,924,037 21,205,442 (83,364) 21,122,078

営業費用 16,454,629 3,469,872 19,924,501 (85,679) 19,838,822

営業利益 826,775 454,165 1,280,940 2,315 1,283,256

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出
     

資産 15,924,051 2,241,497 18,165,549 1,376,231 19,541,780

減価償却費 774,431 32,722 807,153 ― 807,153

資本的支出 447,854 72,714 520,568 ― 520,568
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当連結会計年度（自　平成17年11月１日　至　平成18年10月31日）

 
合成樹脂加工
製品（千円）

機械製品
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 18,241,860 4,343,960 22,585,821 － 22,585,821

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 24,666 24,666 (24,666) －

計 18,241,860 4,368,627 22,610,487 (24,666) 22,585,821

営業費用 17,309,898 3,766,008 21,075,907 (27,053) 21,048,853

営業利益 931,961 602,618 1,534,580 2,386 1,536,967

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失及

び資本的支出
     

資産 16,574,033 2,644,889 19,218,923 1,009,578 20,228,502

減価償却費 750,943 39,306 790,250 － 790,250

減損損失 162,335 － 162,335 － 162,335

資本的支出 596,420 56,739 653,160 － 653,160

　（注）１　事業区分は、内部管理上採用している区分をベースに、事業の種類・性質の類似性を勘案して区分しており

ます。

２　各事業区分の主要な製品

①　合成樹脂加工製品……フラットヤーン、合成繊維クロスシート他

②　機械製品………………スリット＆ワインダー機械他

３　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は前連結会計年度は1,376,231千円、当連結会計年度

は1,009,578千円であり、その主なものは、連結財務諸表提出会社の余資運用資金（現金及び預金）、長期投

資資金（投資有価証券）等であります。

４　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「固定資

産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会　

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成15年

10月31日　企業会計基準適用指針第６号）を適用しております。これにより従来の方法と比較して、合成樹

脂加工製品事業の資産が162,335千円減少しております。

５　「追加情報」に記載のとおり、前連結会計年度より、販売した機械製品の無償補修費用の計上方法を無償修

理時に計上する方法から期末における無償修理費用の発生を合理的に見積り、その見積額を引当計上する方

法に変更しております。

この変更により、従来の方法と比較して機械製品事業の営業利益は23,000千円少なく計上されております。

なお、この変更は前下期から実施しておりますが、前中間連結会計期間で実施した場合には機械製品事業の

営業利益は22,000千円少なくなります。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年11月１日　至　平成17年10月31日）

 日本（千円）
アジア
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 20,123,565 998,512 21,122,078 ― 21,122,078

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
47,040 1,967,621 2,014,662 (2,014,662) ―

計 20,170,606 2,966,134 23,136,740 (2,014,662) 21,122,078

営業費用 18,889,336 2,970,768 21,860,104 (2,021,282) 19,838,822

営業利益又は営業損失（△） 1,281,270 △4,634 1,276,635 6,620 1,283,256

Ⅱ　資産 15,056,745 3,344,645 18,401,391 1,140,389 19,541,780

当連結会計年度（自　平成17年11月１日　至　平成18年10月31日）

 日本（千円）
アジア
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 21,104,548 1,481,272 22,585,821 － 22,585,821

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
269,875 2,021,533 2,291,408 (2,291,408) －

計 21,374,424 3,502,805 24,877,230 (2,291,408) 22,585,821

営業費用 19,823,340 3,523,792 23,347,132 (2,298,278) 21,048,853

営業利益又は営業損失（△） 1,551,083 △20,986 1,530,097 6,870 1,536,967

Ⅱ　資産 15,904,898 3,657,600 19,562,499 666,003 20,228,502

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する国又は地域……アジア：インドネシア、中華人民共和国

３　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は前連結会計年度は1,376,231千円、当連結会計年度

は1,009,578千円であり、その主なものは、連結財務諸表提出会社の余資運用資金（現金及び預金）、長期投

資資金（投資有価証券）等であります。

４　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「固定資

産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会　

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成15年

10月31日　企業会計基準適用指針第６号）を適用しております。これにより従来の方法と比較して、日本の

資産が162,335千円減少しております。

５　「追加情報」に記載のとおり、前連結会計年度より、販売した機械製品の無償補修費用の計上方法を無償修

理時に計上する方法から期末における無償修理費用の発生を合理的に見積り、その見積額を引当計上する方

法に変更しております。

この変更により、従来の方法と比較して日本の営業利益は23,000千円少なく計上されております。

なお、この変更は前下期から実施しておりますが、前中間連結会計期間で実施した場合には日本の営業利益

は22,000千円少なくなります。
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ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成16年11月１日　至　平成17年10月31日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,311,709 708,532 2,020,242

Ⅱ　連結売上高（千円）   21,122,078

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
6.2 3.4 9.6

当連結会計年度（自　平成17年11月１日　至　平成18年10月31日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,606,591 1,183,456 2,790,048

Ⅱ　連結売上高（千円）   22,585,821

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
7.1 5.2 12.3

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域

アジア：インドネシア、マレーシア、タイ、シンガポール、中華人民共和国、大韓民国他

その他の地域：北米、大洋州、アフリカ他

３　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（ただし、連結会社間の内部売

上高を除く。）であります。
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⑧　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成16年11月１日　至　平成17年10月31日）

役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びその近

親者が議決権の

過半数を自己の

計算において所

有している会社

等（当該会社等

の子会社を含

む）

萩原株式

会社

（注）３

岡山県

倉敷市
48,000

藺製品等

インテリ

ア商品の

販売

（被所有）

直接

17.8

―
製商品

の販売

製商品の販

売
5,700 売掛金 1,167

役員及びその近

親者が議決権の

過半数を自己の

計算において所

有している会社

等（当該会社等

の子会社を含

む）

デンソン

有限会社

（注）４

岡山県

倉敷市
3,000

不動産の

賃貸借・

管理及び

生命・損

害保険代

理店業

（被所有）

直接

0.0

―
保険の

代理店
保険取引 7,652 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注）１　取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んでおります。

２　製商品の販売及び保険取引については、一般取引先と同様の取引条件であります。

 ３　当社役員萩原邦章及びその近親者が76.9％を直接所有しております。なお、萩原株式会社は法人主要株主に

も該当しております。

４　当社役員萩原邦章及びその近親者が100.0％を直接所有しております。

当連結会計年度（自　平成17年11月１日　至　平成18年10月31日）

役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びその近

親者が議決権の

過半数を自己の

計算において所

有している会社

等（当該会社等

の子会社を含

む）

萩原株式

会社

（注）３

岡山県

倉敷市
48,000

藺製品等

インテリ

ア商品の

販売

（被所有）

直接

17.2

―
製商品

の販売

製商品の販

売
36,635 売掛金 3,982

取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注）１　取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んでおります。

２　製商品の販売については、一般取引先と同様の取引条件であります。

３　当社役員萩原邦章及びその近親者が76.9％を直接所有しております。なお、萩原株式会社は法人主要株主に

も該当しております。
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（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

１株当たり純資産額 1,173円19銭 1,247円28銭

１株当たり当期純利益 108円68銭 99円02銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 107円56銭 98円46銭

　（注）１　１株当たり純資産額の算定上の基礎は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

純資産の部の合計額（千円） ― 7,583,284

純資産の部の合計額から

控除する金額（千円）
― 108,064

（うち少数株主持分） （―） （108,064）

普通株式に係る期末の純資産額（千円） ― 7,475,220

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数（株）
― 5,993,200

  （注）２　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当期純利益（千円） 608,188 587,560

普通株主に帰属しない金額（千円） 6,000 ―

（うち利益処分による役員賞与金） (6,000) (―)

普通株式に係る当期純利益（千円） 602,188 587,560

期中平均株式数（株） 5,540,697 5,933,709

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（千円） ― ―

普通株式増加数（株） 57,924 33,960

（うち新株予約権） (57,924) (33,960)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

――――― ―――――
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

事業の種類別セグメントの名称

前連結会計年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

増減

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

対前期比
（％）

合成樹脂加工製品事業 15,149,679 79.9 15,703,899 78.3 554,219 3.7

機械製品事業 3,806,980 20.1 4,355,809 21.7 548,829 14.4

合計 18,956,660 100.0 20,059,708 100.0 1,103,048 5.8

　（注）１　金額は、販売価格によっております。

２　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注実績

事業の種類別セグメントの名称

前連結会計年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日） 受注残高増減

受注高 受注残高 受注高 受注残高

金額
（千円）

金額
（千円）

金額
（千円）

金額
（千円）

金額
（千円）

合成樹脂加工製品事業

原糸 1,631,095 72,323 1,594,431 63,661 △8,662

梱包袋 788,569 70,257 933,463 101,224 30,966

計 2,419,664 142,581 2,527,895 164,885 22,304

機械製品事業 4,206,485 1,575,847 5,012,511 2,244,398 668,551

合計 6,626,150 1,718,429 7,540,407 2,409,284 690,855

　（注）１　金額は販売価格によっております。

２　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

３　合成樹脂加工製品事業においてクロス、シート及び土のうは主として見込み生産のため記載を省略しており

ます。

(3）販売実績

事業の種類別セグメントの名称

前連結会計年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

増減

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

対前期比
（％）

合成樹脂加工製品事業 17,281,405 81.8 18,241,860 80.8 960,455 5.6

機械製品事業 3,840,673 18.2 4,343,960 19.2 503,287 13.1

合計 21,122,078 100.0 22,585,821 100.0 1,463,742 6.9

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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