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1.  平成21年10月期第1四半期の連結業績（平成20年11月1日～平成21年1月31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 ％

21年10月期第1四半期 9,546 ― 201 ― 67 ― △22 ―

20年10月期第1四半期 10,733 4.1 365 82.5 384 70.1 15 ―

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

21年10月期第1四半期 △2.28 ―

20年10月期第1四半期 1.60 ―

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

21年10月期第1四半期 27,125 16,871 61.2 1,663.52
20年10月期 29,159 17,465 58.8 1,719.15

（参考） 自己資本   21年10月期第1四半期  16,600百万円 20年10月期  17,155百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年10月期 ― ― ― 35.00 35.00
21年10月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年10月期（予想） ――― ― ― 30.00 30.00

3.  平成21年10月期の連結業績予想（平成20年11月1日～平成21年10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  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

第2四半期連結累計期間 19,700 ― 890 ― 800 ― 310 ― 31.07
通期 39,000 △18.0 1,360 △44.6 1,300 △50.3 570 △58.2 57.12

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  

(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。  

(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） 

(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。  

(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 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14
号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、「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20年8月7日 内閣府令第50号)附則第7条第1項第5号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用して
おります。 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、3ページ「定性的情報・財
務諸表等」3.連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。  

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） 21年10月期第1四半期  10,533,200株 20年10月期  10,533,200株

② 期末自己株式数 21年10月期第1四半期  554,248株 20年10月期  554,248株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年10月期第1四半期  9,978,952株 20年10月期第1四半期  9,979,091株
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当第1四半期におけるわが国の経済は、世界需要の未曾有の落ち込みと円高によって生産活動が急減速

を余儀なくされ、これに伴って企業業績や設備投資、個人消費も著しく低迷し、景気の後退色が一段と鮮

明になりました。 

このような状況の下、機械製造販売事業につきましては、ポーランド向けの大型輸出物件が出荷となっ

たほか部品修理もおおむね堅調で、売上高は前年同期比91.8％増の2,875百万円となり、営業利益は前年

同期の損失から41百万円の黒字に転じました。 

 一方、化学工業製品販売事業につきましては、国内外の生産水準低下を受けて全分野で売上高が前年同

期を下回り、その合計額は前年同期比27.8％減の6,671百万円となりました。このため同事業の利益も工

業材料関連を除いて減少し、営業利益は同66.0％減の160百万円に止まりました。 

 以上の結果、当四半期連結累計期間の売上高は前年同期比11.1％減の9,546百万円、営業利益は前年同

期比44.7％減の201百万円、経常利益はデリバティブ評価損の計上などにより前年同期比82.5%減の67百万

円、また、四半期純利益は投資有価証券の評価損計上などにより22百万円の純損失となりました。 

  

(1)資産、負債及び純資産の状況 

当四半期連結会計期間末の資産は、主に売上債権の減少により流動資産が1,903百万円減少したこと、

差入保証金の減少などにより固定資産が131百万円減少したため、前連結会計年度末(平成20年10月末)に

比べて2,034百万円(7.0％)減少しました。負債は主に法人税等の支払および賞与引当金の減少により、前

連結会計年度末比1,440百万円(12.3％)の減少となりました。また、純資産は配当金の支払などにより、

前連結会計年度末対比593百万円(3.4％)の減少となりました。これらの結果、当四半期連結会計期間末の

自己資本比率は、前連結会計年度末と比較し2.4ポイント上昇し、61.2％となりました。 

(2)キャッシュ・フローの状況 

当四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ517百万円減少し、

1,194百万円となりました。当四半期連結会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

は次のとおりです。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

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が11百万円となり、売上債権が減少し

たことなどにより53百万円の収入となりました。 

(投資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・フローは、有形固定資産の取得などにより73百万円の支出となりました。

(財務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・フローは、配当金の支払などにより426百万円の支出となりました。 

  

・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
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世界的な景気後退により、当社を取り巻く事業環境も一段と厳しさを増しております。このような状況

の下、平成21年3月2日に公表した「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、機械製造販売事業に関

しては、ほぼ計画どおりの業績推移が見込まれるものの、化学工業製品販売事業に関しては、半導体・自

動車関連産業の不振と合成樹脂原料に係る需要減および価格低下が業績に及ぼす影響が大きいことから、

売上高および利益とも前連結会計年度を下回る見込みです。 

  
  

該当事項はありません。 

  

(簡便な会計処理) 

 固定資産の減価償却の算定方法 

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の額を期間按分して算出する方法

によっております。 

(追加情報) 

有形固定資産の耐用年数の変更 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を見直した結果、機械装置

の耐用年数を変更しております。なお、この変更に伴う当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響

は軽微であります。 

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期

連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、「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20年8月7日 内閣府令第50号)附則第7条

第1項第5号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号)を当第1四半期連結会計期間から適用し、

評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。

なお、この変更に伴う当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

③所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)及び「リース取引に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号)を当第1四半期連結会計期間から早期適用

し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。なお、この変更に伴う当第1四半期連結累計期

間の損益に与える影響は軽微であります。 

④「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号)を

当第１四半期連結会計期間から適用しております。なお、この変更に伴う当第1四半期連結累計期間の

損益に与える影響は軽微であります。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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１月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年10月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 1,294,315 1,811,434 
受取手形及び売掛金 13,743,005 15,651,542 
商品及び製品 3,473,764 3,285,810 
仕掛品 1,468,906 1,527,473 
原材料及び貯蔵品 1,075,994 658,782 
繰延税金資産 653,345 628,526 
その他 288,450 426,276 
貸倒引当金 △44,258 △133,061 

流動資産合計 21,953,523 23,856,785 
固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物 2,534,481 2,508,379 
減価償却累計額 △1,376,414 △1,355,419 

建物及び構築物（純額） 1,158,066 1,152,960 
機械装置及び運搬具 3,364,560 3,388,940 
減価償却累計額 △2,339,001 △2,331,611 

機械装置及び運搬具（純額） 1,025,559 1,057,328 
土地 970,253 970,253 
リース資産 91,145 － 
減価償却累計額 △10,154 － 

リース資産（純額） 80,991 － 

その他 949,011 1,015,170 
減価償却累計額 △818,116 △822,301 

その他（純額） 130,894 192,869 

有形固定資産合計 3,365,765 3,373,412 
無形固定資産 36,248 22,064 
投資その他の資産   
投資有価証券 870,936 880,003 
差入保証金 406,130 476,639 
繰延税金資産 29,917 34,023 
デリバティブ債権 － 22,522 
その他 599,604 563,610 
貸倒引当金 △137,074 △69,729 

投資その他の資産合計 1,769,514 1,907,070 

固定資産合計 5,171,528 5,302,547 

資産合計 27,125,052 29,159,333 
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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１月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年10月31日) 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 6,808,492 7,177,796 
短期借入金 928,167 1,054,069 
未払金 546,729 550,233 
リース債務 33,199 － 
未払法人税等 20,228 647,878 
前受金 483,469 291,376 
賞与引当金 315,371 1,135,803 
役員賞与引当金 9,877 64,806 
製品補償損失引当金 259,312 175,261 
その他 412,281 217,108 
流動負債合計 9,817,129 11,314,334 

固定負債   
長期借入金 60,000 85,000 
リース債務 63,350 － 
退職給付引当金 33,041 31,958 
役員退職慰労引当金 142,760 257,780 
繰延税金負債 44,436 4,514 
デリバティブ債務 92,487 － 

固定負債合計 436,076 379,253 

負債合計 10,253,206 11,693,588 
純資産の部   
株主資本   
資本金 1,061,210 1,061,210 
資本剰余金 1,483,410 1,483,410 
利益剰余金 14,541,601 14,913,596 
自己株式 △363,003 △363,003 

株主資本合計 16,723,217 17,095,213 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 41,835 12,188 
繰延ヘッジ損益 △1,700 26,115 
為替換算調整勘定 △163,128 21,748 

評価・換算差額等合計 △122,993 60,052 

少数株主持分 271,621 310,478 
純資産合計 16,871,846 17,465,744 

負債純資産合計 27,125,052 29,159,333 
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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)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 9,546,624 
売上原価 7,847,366 
売上総利益 1,699,257 

販売費及び一般管理費 1,497,561 
営業利益 201,696 
営業外収益  
受取利息 546 
受取配当金 6,941 
受取賃貸料 6,312 
その他 6,843 
営業外収益合計 20,644 

営業外費用  
支払利息 8,403 
手形売却損 2,448 
為替差損 23,601 
デリバティブ評価損 114,868 
その他 5,814 
営業外費用合計 155,136 

経常利益 67,204 
特別利益  
貸倒引当金戻入額 6,229 
特別利益合計 6,229 

特別損失  
固定資産除却損 408 
投資有価証券評価損 61,535 
特別損失合計 61,944 

税金等調整前四半期純利益 11,489 
法人税、住民税及び事業税 15,704 
法人税等調整額 19,795 
法人税等合計 35,499 

少数株主損失（△） △1,277 

四半期純損失（△） △22,732 
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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)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31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 11,489 
減価償却費 141,941 
賞与引当金の増減額（△は減少） △820,432 
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △54,929 
製品補償損失引当金の増減額（△は減少） 84,051 
退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,082 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △115,020 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △21,458 
投資有価証券評価損益（△は益） 61,535 
受取利息及び受取配当金 △7,488 
支払利息 8,403 
為替差損益（△は益） 14,501 
固定資産除却損 408 
デリバティブ評価損益（△は益） 114,868 
売上債権の増減額（△は増加） 1,645,503 
たな卸資産の増減額（△は増加） △696,581 
仕入債務の増減額（△は減少） △164,359 
未払金の増減額（△は減少） 60,464 
前受金の増減額（△は減少） 192,093 
未払消費税等の増減額（△は減少） 30,627 
その他 235,399 
小計 722,102 
利息及び配当金の受取額 7,230 
利息の支払額 △32,227 
法人税等の支払額 △643,776 

営業活動によるキャッシュ・フロー 53,329 
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の売却による収入 113 
有形固定資産の取得による支出 △134,462 
投資有価証券の取得による支出 △4,814 
貸付金の回収による収入 4,691 
貸付けによる支出 △180 
差入保証金の増減額（△は増加） 60,010 
その他 1,328 

投資活動によるキャッシュ・フロー △73,313 
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(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

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） △39,599 
リース債務の返済による支出 △12,147 
長期借入金の返済による支出 △25,000 
配当金の支払額 △349,263 

財務活動によるキャッシュ・フロー △426,010 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △71,123 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △517,118 

現金及び現金同等物の期首残高 1,711,434 
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,194,315 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、「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20年8月7日 内閣府令第50号)附則第7条第1項第5

号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

 
【海外売上高】 

 

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

     当第1四半期連結累計期間（自 平成20年11月1日 至 平成21年1月31日）

機械製造販売 
(千円)

化学工業製品販売
(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 2,875,251 6,671,373 9,546,624 － 9,546,624

(2)セグメント間の内部売上高又は
振替高

－ － － － －

計 2,875,251 6,671,373 9,546,624 － 9,546,624

営業費用 2,834,195 6,510,732 9,344,927 － 9,344,927

営業利益 41,055 160,640 201,696 － 201,696

（注）１．事業区分は、売上集計区分によっております。

   ２．各事業の主な製・商品

    (1)機械製造販売……各種分離機、その他の機械

    (2)化学工業製品販売……合成樹脂、工業材料、その他の化学品

    【所在地別セグメント情報】

      当第1四半期連結累計期間（自 平成20年11月1日 至 平成21年1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 8,648,324 898,299 9,546,624 － 9,546,624

(2)セグメント間の内部売上高又は
振替高

104,655 19,505 124,160 (124,160) －

計 8,752,980 917,804 9,670,784 (124,160) 9,546,624

営業費用 8,542,687 929,473 9,472,160 (127,232) 9,344,927

営業利益 210,293 △11,668 198,624 3,071 201,696

（注）１．国または地域の区分は、地理的近接度によっています。

   ２．本邦以外の区分に属する主な国または地域

     アジア…中国・韓国・インドネシア

     当第１四半期連結累計期間（自 平成20年11月1日 至 平成21年1月31日）

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(単位：千円) 1,810,548 1,040,886 2,851,434

Ⅱ 連結売上高(単位：千円) － － 9,546,624

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(%) 19.0 10.9 29.9

（注）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。

(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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前四半期の財務諸表等 

(１)(要約)四半期連結損益計算書 

  前第１四半期連結累計期間(自 平成19年11月1日 至 平成20年1月31日) 

 
  

  

  

「参考」

(単位:千円)

科 目

前年同四半期

(平成20年10月期

  第1四半期)

金額

Ⅰ 売上高 10,733,863

Ⅱ 売上原価 8,727,826

売上総利益 2,006,036

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,641,019

営業利益 365,016

Ⅳ 営業外収益 59,394

Ⅴ 営業外費用 39,731

経常利益 384,680

Ⅵ 特別利益 18,293

Ⅶ 特別損失 16,231

税金等調整前四半期純利益 386,742

法人税等及び法人税等調整
額

357,696

少数株主利益 13,121

四半期純利益 15,925
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(２)(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 前第１四半期連結累計期間(自 平成19年11月1日 至 平成20年1月31日) 

(単位:千円)

前年同四半期

(平成20年10月期第1四半
期)

区分 金額

Ⅰ 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 386,742

減価償却費 88,192

賞与引当金の減少額 △689,550

役員賞与引当金の減少額 △48,182

製品補償損失引当金の減少額 △15,293

退職給付引当金の減少額 △1,220

役員退職慰労引当金の増加額 10,830

貸倒引当金の減少額 △2,510

受取利息及び受取配当金 △15,377

支払利息 19,557

為替差損益 11,418

出資金売却益 △3,627

固定資産除却損 3,231

売上債権の減少額 2,587,005

棚卸資産の増加額 △1,558,621

仕入債務の増加額 418,246

未払金の減少額 △166,698

前受金の増加額 40,237

未払消費税等の減少額 △36,043

その他 △83,390

小 計 944,946

利息及び配当金の受取額 8,106

利息の支払額 △21,179

法人税等の支払額 △560,471

営業活動によるキャッシュ・フロー 371,401

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △237,126

投資有価証券の取得による支出 △4,515

貸付金の回収による収入 7,877

貸付による支出 △1,220

保証金の純増額 △1,945

その他 20,679

投資活動によるキャッシュ・フロー △216,251

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純減額 △358,833

長期借入れによる収入 25,000

自己株式の取得による支出 △119

配当金の支払額 △349,269

財務活動によるキャッシュ・フロー △683,222

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △16,030

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △544,103

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,873,895

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,329,792
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 (３)セグメント情報 

 [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19年11月1日 至 平成20年1月31日）

機械製造販売 
(千円)

化学工業製品販売
(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 1,498,744 9,235,118 10,733,863 － 10,733,863

(2)セグメント間の内部売上高又は
振替高

－ － － － －

計 1,498,744 9,235,118 10,733,863 － 10,733,863

営業費用 1,606,325 8,762,521 10,368,846 － 10,368,846

営業利益 △107,580 472,597 365,016 － 365,016

（注）１．事業区分は、売上集計区分によっております。

   ２．各事業の主な製・商品

    (1)機械製造販売……各種分離機、その他の機械

    (2)化学工業製品販売……合成樹脂、工業材料、その他の化学品

[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19年11月1日 至 平成20年1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 9,395,246 1,338,616 10,733,863 － 10,733,863

(2)セグメント間の内部売上高又は
振替高

99,309 10,298 109,608 (109,608) －

計 9,494,556 1,348,915 10,843,471 (109,608) 10,733,863

営業費用 9,210,321 1,267,192 10,477,514 (108,668) 10,368,846

営業利益 284,234 81,722 365,957 (940) 365,016

（注）１．国または地域の区分は、地理的近接度によっています。

   ２．本邦以外の区分に属する主な国または地域

     アジア…中国・韓国・インドネシア
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