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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 5,166 ― 344 ― 237 ― 109 ―

20年10月期第1四半期 5,728 △1.1 462 △14.3 435 △15.8 257 △17.1

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 18.31 ―

20年10月期第1四半期 42.88 ―

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 19,150 8,625 45.0 1,438.83
20年10月期 20,148 8,926 44.3 1,488.94

（参考） 自己資本   21年10月期第1四半期  8,625百万円 20年10月期  8,926百万円

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 ― 12.50 ― 22.50 35.00
21年10月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年10月期（予想） ――― 12.50 ― 12.50 25.00

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 10,956 ― 800 ― 740 ― 423 ― 70.56
通期 21,700 △8.4 1,700 △13.4 1,600 △15.0 900 △14.2 150.12

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、２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、２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、その他の特記事項 
１．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条件及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、２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ください。 
２．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。  

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  6,000,000株 20年10月期  6,000,000株

② 期末自己株式数 21年10月期第1四半期  4,883株 20年10月期  4,863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  5,995,126株 20年10月期第1四半期  5,995,200株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、世界的規模の金融危機の影響を受け、輸出、生産は極めて大

幅に減少し、雇用情勢の悪化、個人消費の減退により景気は急速に悪化し、 株式・為替市場の大幅な変動や更なる

世界景気の下振れ懸念等、先行きについても、当面、悪化が続くものと思われます。 

このような状況のもと、当社グループにおきましては、「事業基盤の整備」を社長方針に掲げ、「市場競争力」、

「新製品開発」及び「内部体質」の強化を図るとともに、「拡大戦略製品の拡大」、「グループ会社を含めた生産革

新」を重点方針として各種施策に取り組んでおります。 

その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は51億66百万円、営業利益は３億44百万円、経常利益は、海外子会

社における為替差損の影響等により、２億37百万円となり、当第１四半期純利益は１億９百万円となりました。 

  

[合成樹脂加工製品事業] 

合成樹脂加工製品事業におきましては、世界的な不況の影響による需要の急激な減少と原材料価格の低下を前にし

た製品の買い控え、更には 円高による輸出品の採算悪化等、市場での悪材料が重なり急速に販売状況が悪化いたし

ました。そのため、需給の均衡を図り、在庫の圧縮を行うための大幅な生産調整や生産体制の見直し等により、固定

費の削減に努めました。 

その結果、売上高40億75百万円、営業利益２億11百万円となりました。 

  

[機械製品事業] 

機械製品事業におきましては、主力製品であるスリッター関連機器は、昨年秋頃より光学系フィルム及び半導体関

連の一部において想像を超える速度での価格下落を伴う需要減少と在庫調整等により、設備投資意欲の減退となりま

したが、押出関連機器は生産効率改善等のニーズもあり堅調に推移いたしました。 

その結果、売上高10億90百万円、営業利益１億32百万円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は191億50百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億97百万円の減少とな

りました。 

資産では、流動資産が棚卸資産の減少等により６億13百万円減少し、固定資産は投資金額を減価償却費内で推移さ

せたこと等により、３億84百万円減少しました。 

負債では、流動負債が支払手形及び買掛金の減少等により６億３百万円減少し、固定負債は長期借入金の約定返済

等により93百万円減少しました。 

純資産は、配当金の支払及び為替換算調整勘定の減少等により、３億０百万円減少しました。  

  

業績の見通しにつきましては、世界的規模の金融危機の影響を受け、当面、悪化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、景気の一層の下振れ懸念、原油価格の変動による合成樹脂原料価格の動

向及び為替動向には継続して留意する必要があり、依然として厳しい市場環境が続く状況にありますが、平成20年12

月８日に開示いたしました業績予想の変更はありません。  

  

該当事項はありません。   

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計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。 

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 

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 

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。 

② 当第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。これによる損益に与える影響は軽微であります。 

- 2 -

萩原工業㈱　（7856）　平成21年10月期第１四半期決算短信



③ 当第１四半期連結会計期間より、「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 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。これによ

り、当連結会計年度期首の利益剰余金が74,469千円減少しておりますが、損益に与える影響は軽微でありま

す。 
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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 1,175,266 973,564

受取手形及び売掛金 5,154,890 5,488,643

商品及び製品 1,249,869 1,254,001

原材料及び貯蔵品 536,739 775,714

仕掛品 1,723,121 1,947,652

その他 808,861 822,144

貸倒引当金 △15,063 △14,285

流動資産合計 10,633,685 11,247,436

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,318,393 2,481,868

機械装置及び運搬具（純額） 1,970,594 2,237,917

工具、器具及び備品（純額） 126,421 133,854

土地 2,320,831 2,491,586

建設仮勘定 162,247 20,728

有形固定資産合計 6,898,488 7,365,955

無形固定資産   

のれん 74,206 79,140

その他 49,924 39,993

無形固定資産合計 124,130 119,133

投資その他の資産   

保険積立金 1,071,888 1,062,900

その他 444,628 353,466

貸倒引当金 △21,973 △165

投資その他の資産合計 1,494,543 1,416,201

固定資産合計 8,517,162 8,901,290

資産合計 19,150,848 20,148,726
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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 2,901,150 3,607,852

短期借入金 3,488,633 3,170,618

未払法人税等 144,328 365,534

賞与引当金 248,020 513,083

製品保証引当金 36,460 26,687

その他 1,287,470 1,025,867

流動負債合計 8,106,062 8,709,643

固定負債   

長期借入金 1,996,433 2,088,740

退職給付引当金 125,864 136,558

役員退職慰労引当金 254,380 249,386

その他 42,136 37,972

固定負債合計 2,418,815 2,512,656

負債合計 10,524,878 11,222,300

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,008,000 1,008,000

資本剰余金 622,800 622,800

利益剰余金 7,175,131 7,274,724

自己株式 △2,629 △2,614

株主資本合計 8,803,302 8,902,910

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,653 △2,735

繰延ヘッジ損益 △6,865 △13,097

為替換算調整勘定 △166,812 39,348

評価・換算差額等合計 △177,331 23,515

純資産合計 8,625,970 8,926,425

負債純資産合計 19,150,848 20,148,726
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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 5,166,456

売上原価 3,933,504

売上総利益 1,232,952

販売費及び一般管理費 888,915

営業利益 344,036

営業外収益  

受取利息 847

受取配当金 405

受取保険金 31,658

その他 8,263

営業外収益合計 41,175

営業外費用  

支払利息 24,441

売上割引 9,693

為替差損 107,530

その他 5,932

営業外費用合計 147,597

経常利益 237,613

特別損失  

固定資産除却損 2,955

特別損失合計 2,955

税金等調整前四半期純利益 234,658

法人税等 124,890

四半期純利益 109,767
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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 234,658

減価償却費 201,814

のれん償却額 4,933

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23,583

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,666

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,994

受取利息及び受取配当金 △1,253

支払利息 24,441

固定資産除売却損益（△は益） 2,955

売上債権の増減額（△は増加） 280,009

たな卸資産の増減額（△は増加） 375,056

仕入債務の増減額（△は減少） △502,740

その他 △128,060

小計 518,727

利息及び配当金の受取額 1,207

利息の支払額 △24,415

法人税等の支払額 △325,369

営業活動によるキャッシュ・フロー 170,149

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △28,460

有形固定資産の取得による支出 △209,959

有形固定資産の売却による収入 4,449

長期貸付金の回収による収入 2,846

保険積立金の増減額（△は増加） △8,988

その他 △2,289

投資活動によるキャッシュ・フロー △242,401

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） 385,880

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △229,310

自己株式の取得による支出 △15

配当金の支払額 △124,580

財務活動によるキャッシュ・フロー 231,974

現金及び現金同等物に係る換算差額 20,239

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 179,962

現金及び現金同等物の期首残高 842,464

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,022,426

- 7 -

萩原工業㈱　（7856）　平成21年10月期第１四半期決算短信



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

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） 

 （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 

  

（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〕 

  
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） 

売上高          

(1）外部顧客に対する売上高  4,075,921  1,090,535  5,166,456  －  5,166,456

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  22,870  22,870  △22,870  －

計  4,075,921  1,113,406  5,189,327  △22,870  5,166,456

営業利益  211,117  132,340  343,457  578  344,036

〔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） 

 （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主な国又は地域・・・アジア：インドネシア、中華人民共和国 

  

  
日本 

（千円） 
アジア
（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  4,825,953  340,503  5,166,456  －  5,166,456

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 47,721  583,396  631,117  △631,117  －

計  4,873,674  923,899  5,797,574  △631,117  5,166,456

営業利益又は営業損失（△）  360,899  △2  360,896  △16,860  344,036
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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） 

 （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。  

  

〔海外売上高〕 

  アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  578,872  388,289  967,161

Ⅱ 連結売上高（千円）      5,166,456

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 11.2  7.5  18.7

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年10月期 
第１四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  5,728

Ⅱ 売上原価  4,378

売上総利益  1,350

Ⅲ 販売費及び一般管理費  887

営業利益  462

Ⅳ 営業外収益  36

Ⅴ 営業外費用  63

経常利益  435

Ⅵ 特別利益 －

Ⅶ 特別損失  6

税金等調整前四半期純利益  429

税金費用  171

少数株主利益  1

四半期純利益  257
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