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1.  平成21年10月期第2四半期の連結業績（平成20年11月1日～平成21年4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 ％

21年10月期第2四半期 19,818 ― 1,371 ― 1,500 ― 837 ―

20年10月期第2四半期 24,022 △0.4 1,581 25.9 1,652 24.7 864 28.3

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2四半期 83.95 ―

20年10月期第2四半期 86.61 ―

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2四半期 26,929 17,886 65.3 1,762.52
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2四半期  17,588百万円 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 37,500 △21.1 1,410 △42.6 1,500 △42.6 800 △41.4 80.17
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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、4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、4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およ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、4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2四半期 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2四半期 554,298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2四半期 9,978,940株 20年10月期第2四半期 9,979,050株
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(1)全体業績 

 当第２四半期のわが国経済については、一部で在庫調整の進展を窺がわせる兆候が見られたものの、リ

ード役となるべき設備投資や輸出の減退振りが依然として顕著で、景気の深刻な低迷状態が続くこととな

りました。 

 こうした情勢の下、当該四半期末迄における累計の連結売上高は、主に化学工業製品販売事業の落ち込

みによって、前年同期比で17.5％減の19,818百万円となりました。また利益面では、売上高の減少を主因

として累計の連結営業利益が前年同期比13.3％減の1,371百万円、同経常利益が前年同期比9.2％減の

1,500百万円となり、さらに累計の連結四半期純利益は、前年同期比3.1％減の837百万円となりました。 

(2)機械製造販売事業 

機械製造販売事業については、官需を中心に国内向けの機械販売が停滞するものの、国内外の部品・修

理や、中国の砥粒回収装置向け遠心分離機の出荷が堅調で、累計の連結売上高は前年同期比19.7％増の

7,554百万円となり、またこれを受けて同営業利益も前年同期比53.5％増の1,084百万円となりました。 

(3)化学工業製品販売事業 

 化学工業製品販売事業では、公共関連の需要等に下支えされた工業材料分野や、一部商材についてメー

カーの生産中止予定に基づく仮需が発生した化成品分野の販売が比較的堅調であった一方で、従来は事業

の主柱となっていた電子材料分野の販売が半導体関連を中心に不振を極め、また国内外の合成樹脂分野で

も単価、数量の大幅な落込みが続いたことから、累計の連結売上高は前年同期比で30.7％減の12,263百万

円に止まりました。これを受けて、同事業に係る累計の連結営業利益も前年同期比で67.2％減の287百万

円に迄下落しました。 

  

(1)資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の資産は、主に売掛債権と棚卸資産の減少によって流動資産が2,126百万

円減少し、また差入保証金の返還とその他資産の減少から固定資産が103百万円減少したため、全体で前

連結会計年度末（平成20年10月末）に比べて2,230百万円（7.6％）減の26,929百万円となりました。 

 一方負債は、主に買掛債務、賞与引当金並びに未払法人税等の減少により、前連結会計年度末対比で

2,650百万円減少し9,042百万円となりました。また純資産については、利益剰余金の増加などにより前連

結会計年度末対比で420百万円（2.4％）増加して17,886百万円となりました。 

 これらの結果、当第２四半期連結会計年度末の自己資本比率は、前連結会計年度末（平成20年10月末）

と比較して6.5％上昇し、65.3％となっています。 

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とこれらの要因は次のとおりとなって

います。 

・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が1,451百万円となったのに加えて、売上債権と棚卸資産が減少したことな

どにより、3,317百万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 

有形固定資産の取得202百万円が、定期預金の払戻額や差入保証金の減少額等を上回ったことなどか

ら、22百万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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・財務活動によるキャッシュ・フロー 

配当金の支払や長・短期借入金の返済等から、732百万円の支出となりました。 

  以上に現金及び現金同等物に係る換算差額を調整した結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現

金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて2,536百万円増加し、4,247百万円となりました。 

  

化学工業製品販売事業が低迷感を強める中で、機械製造販売事業が下支え役となって、第２四半期連結

累計期間における売上高と利益は、平成21年3月2日に発表した従前の業績予想を上回ることとなりまし

た。会計年度前半におけるこうした業績積み上げの効果は会計年度全体の成績にも及ぶと予想されるた

め、当社は平成21年5月29日において、平成21年10月期通期の連結業績に関しても、利益を上方に修正す

る発表を行いました。 

 しかし、第３・第４四半期会計期間に関しては、機械製造販売事業において環境分野を中心とした売上

高の停滞と採算の悪化が予想され、また、化学工業製品販売事業についても、電子材料分野等で底入れの

兆候が垣間見られるとは言え、全体需要の順調な回復は依然望み得ないと見られます。こうしたことか

ら、平成21年10月期通期の連結売上高は、前回予想を1,500百万円下回る37,500百万円となり、同経常利

益は前回予想を上回るものの1,500百万円、同当期純利益は同じく800百万円となることが見込まれます。

  
  

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2四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。 

 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。 

  

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2四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。 

 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。 

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

巴工業㈱（6309）平成21年10月期 第2四半期決算短信

4



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2四半期連結累計期

間の損益に与える影響は軽微であります。 

  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。 

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2四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。 

  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。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年４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20年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,247,835 1,811,434

受取手形及び売掛金 12,196,274 15,651,542

商品及び製品 2,863,626 3,285,810

仕掛品 1,131,684 1,527,473

原材料及び貯蔵品 697,502 658,782

繰延税金資産 405,383 628,526

その他 226,211 426,276

貸倒引当金 △38,551 △133,061

流動資産合計 21,729,966 23,856,785

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,547,177 2,508,379

減価償却累計額 △1,406,262 △1,355,419

建物及び構築物（純額） 1,140,914 1,152,960

機械装置及び運搬具 3,465,802 3,388,940

減価償却累計額 △2,413,499 △2,331,611

機械装置及び運搬具（純額） 1,052,303 1,057,328

土地 970,253 970,253

リース資産 89,996 －

減価償却累計額 △17,314 －

リース資産（純額） 72,681 －

その他 951,560 1,015,170

減価償却累計額 △840,049 △822,301

その他（純額） 111,510 192,869

有形固定資産合計 3,347,663 3,373,412

無形固定資産 39,170 22,064

投資その他の資産   

投資有価証券 875,562 880,003

差入保証金 409,020 476,639

繰延税金資産 53,580 34,023

デリバティブ債権 54,225 22,522

その他 520,011 563,610

貸倒引当金 △99,945 △69,729

投資その他の資産合計 1,812,455 1,907,070

固定資産合計 5,199,289 5,302,547

資産合計 26,929,256 29,159,333
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年４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20年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,832,999 7,177,796

短期借入金 688,712 1,054,069

リース債務 30,939 －

未払金 404,190 550,233

未払法人税等 363,225 647,878

前受金 306,286 291,376

繰延税金負債 1,484 －

賞与引当金 613,169 1,135,803

役員賞与引当金 19,941 64,806

製品補償損失引当金 134,831 175,261

その他 292,573 217,108

流動負債合計 8,688,354 11,314,334

固定負債   

長期借入金 60,000 85,000

リース債務 61,035 －

退職給付引当金 38,476 31,958

役員退職慰労引当金 142,760 257,780

繰延税金負債 52,064 4,514

固定負債合計 354,336 379,253

負債合計 9,042,690 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 15,402,087 14,913,596

自己株式 △363,045 △363,003

株主資本合計 17,583,661 17,095,213

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 63,411 12,188

繰延ヘッジ損益 1,058 26,115

為替換算調整勘定 △60,118 21,748

評価・換算差額等合計 4,351 60,052

少数株主持分 298,552 310,478

純資産合計 17,886,566 17,465,744

負債純資産合計 26,929,256 29,159,333
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 19,818,148

売上原価 15,454,767

売上総利益 4,363,381

販売費及び一般管理費 2,991,825

営業利益 1,371,556

営業外収益  

受取利息 1,194

受取配当金 7,507

受取賃貸料 12,605

為替差益 43,245

デリバティブ評価益 69,138

その他 29,429

営業外収益合計 163,121

営業外費用  

支払利息 14,231

手形売却損 3,848

支払手数料 8,463

その他 7,493

営業外費用合計 34,035

経常利益 1,500,642

特別利益  

貸倒引当金戻入額 44,878

特別利益合計 44,878

特別損失  

固定資産除却損 2,890

固定資産売却損 113

投資有価証券売却損 5,948

投資有価証券評価損 84,818

貸倒引当金繰入額 304

特別損失合計 94,075

税金等調整前四半期純利益 1,451,445

法人税、住民税及び事業税 365,484

法人税等調整額 237,106

法人税等合計 602,591

少数株主利益 11,100

四半期純利益 837,753
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年４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 1,451,445

減価償却費 264,793

賞与引当金の増減額（△は減少） △522,633

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △44,865

製品補償損失引当金の増減額（△は減少） △40,430

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,517

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） △64,294

投資有価証券評価損益（△は益） 84,818

受取利息及び受取配当金 △8,701

支払利息 14,231

為替差損益（△は益） 1,657

固定資産除却損 2,890

固定資産売却損益（△は益） 113

投資有価証券売却損益（△は益） 5,948

デリバティブ評価損益（△は益） △69,138

売上債権の増減額（△は増加） 3,342,750

たな卸資産の増減額（△は増加） 716,080

仕入債務の増減額（△は減少） △1,259,372

未払金の増減額（△は減少） △107,782

前受金の増減額（△は減少） 14,909

未払消費税等の増減額（△は減少） 117,546

その他 201,697

小計 3,993,161

利息及び配当金の受取額 8,535

利息の支払額 △36,605

法人税等の支払額 △647,761

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,317,330

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 100,000

有形固定資産の売却による収入 238

有形固定資産の取得による支出 △202,877

投資有価証券の売却による収入 5,339

投資有価証券の取得による支出 △7,937

貸付金の回収による収入 7,862

貸付けによる支出 △800

差入保証金の増減額（△は増加） 63,251

その他 12,290

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,633
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(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年４月30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） △239,533

リース債務の返済による支出 △21,518

長期借入金の返済による支出 △115,000

自己株式の取得による支出 △42

配当金の支払額 △349,263

少数株主への配当金の支払額 △7,315

財務活動によるキャッシュ・フロー △732,672

現金及び現金同等物に係る換算差額 △25,623

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,536,400

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 4,247,835
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

     当第2四半期連結累計期間（自 平成20年11月1日 至 平成21年4月30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)

売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 7,554,233 12,263,915 19,818,148 － 19,818,148

(2)セグメント間の内部売上高又は
振替高

－ － － － －

計 7,554,233 12,263,915 19,818,148 － 19,818,148

営業費用 6,469,939 11,976,653 18,446,592 － 18,446,592

営業利益 1,084,294 287,262 1,371,556 － 1,371,556

（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
3.会計処理基準に関する事項の変更
(1)棚卸資産の評価に関する会計基準の適用
「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
変更がセグメント情報に与える影響は軽微であります。
(2)リース取引に関する会計基準の早期適用
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
引に係る方法に準じた会計処理によっております。なお、この変更がセグメント情報に与える影響は軽微で
あります。
(3)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の適用
「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、連結決算上必要な修正を行っております。なお、この変更がセグメント情
報に与える影響は軽微であります。

4.「定性的情報・財務諸表等 4.その他 (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」に記載のとおり、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、この変更がセグメント情報に与える影響は軽微で
 あります。
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【海外売上高】 

 

該当事項はありません。 

    【所在地別セグメント情報】

      当第2四半期連結累計期間（自 平成20年11月1日 至 平成21年4月30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)

売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 18,131,515 1,686,632 19,818,148 － 19,818,148

(2)セグメント間の内部売上高又は
振替高

173,058 59,427 232,485 (232,485) －

計 18,304,574 1,746,060 20,050,634 (232,485) 19,818,148

営業費用 16,917,853 1,760,196 18,678,050 (231,457) 18,446,592

営業利益 1,386,720 △14,136 1,372,584          1,028 1,371,556

（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
3.会計処理基準に関する事項の変更
(1)棚卸資産の評価に関する会計基準の適用
「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
変更がセグメント情報に与える影響は軽微であります。
(2)リース取引に関する会計基準の早期適用
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
引に係る方法に準じた会計処理によっております。なお、この変更がセグメント情報に与える影響は軽微で
あります。
(3)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の適用
「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、連結決算上必要な修正を行っております。なお、この変更がセグメント情
報に与える影響は軽微であります。

4.「定性的情報・財務諸表等 4.その他 (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」に記載のとおり、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、この変更がセグメント情報に与える影響は軽微で
 あります。

     当第2四半期連結累計期間（自 平成20年11月1日 至 平成21年4月30日）

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(単位：千円) 4,119,685 1,432,434 5,552,119

Ⅱ 連結売上高(単位：千円) － － 19,818,148

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(%) 20.8 7.2 28.0

（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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「参考」
前年同四半期財務諸表

(1)中間連結損益計算書

百分比
(%)

Ⅰ 24,022,695 100.0

Ⅱ 19,172,959 79.8

4,849,736 20.2

Ⅲ 3,268,340 13.6

1,581,395 6.6

Ⅳ

1 10,416

2 38,108

3 12,457

4 42,197

5 33,617 136,798 0.6

Ⅴ

1 36,870

2 5,608

3 15,283

4 7,440 65,203 0.3

1,652,991 6.9

Ⅵ

1 5,627

2 18,787 24,414 0.1

Ⅶ

1 3,729

2 13,597 17,326 0.1

1,660,079 6.9

508,563

265,023 773,587 3.2

22,180 0.1

864,311 3.6

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

少数株主利益

中間純利益

貸倒引当金繰入額

税金等調整前中間純利益

特別損失

固定資産除却損

特別利益

出資金売却益

貸倒引当金戻入益

手形売却損

支払手数料

その他

経常利益

為替差益

その他

営業外費用

支払利息

受取利息

受取配当金

受取賃貸料

前中間連結会計期間

(自 平成19年11月 1日

  至 平成20年 4月30日)

金額（千円）

売上総利益

販売費及び一般管理費

営業利益

営業外収益

区分

売上高

売上原価
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(2)中間連結キャッシュ・フロー計算書

Ⅰ

1 1,660,079

2 185,813

3 △279,588

4 △32,407

5 △71,359

6 497

7 21,660

8 △6,034

9 △48,525

10 36,870

11 14,566

12 △5,627

13 3,729

14 1,897,747

15 △880,905

16 423,437

17 △40,252

18 114,983

19 21,636

20 △39,041

2,977,280

21 41,968

22 △30,971

23 △571,961

2,416,315

Ⅱ

1 △275,938

2 △4,096

3 △7,995

4 16,562

5 △1,760

6 △3,599

7 20,919

△255,906

Ⅲ

1 △1,371,392

2 25,000

3 △90,000

4 50,080

5 △188

6 △349,269

7 △7,398

△1,743,168

Ⅳ △71,703

Ⅴ 345,536

Ⅵ 1,873,895

Ⅶ 2,219,431

前中間連結会計期間

  至 平成20年 4月30日)

区分 金額（千円）

(自 平成19年11月 1日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

減価償却費

賞与引当金の減少額

役員賞与引当金の減少額

製品補償損失引当金の減少額

退職給付引当金の増加額

役員退職慰労引当金の増加額

貸倒引当金の減少額

受取利息及び受取配当金

支払利息

為替差損益

出資金売却益

固定資産除却損

売上債権の減少額

棚卸資産の増加額

仕入債務の増加額

未払金の減少額

前受金の増加額

未払消費税等の増加額

その他

小  計

利息及び配当金の受取額

利息の支払額

法人税等の支払額

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

有形固定資産の取得による支出

無形固定資産の取得による支出

投資有価証券の取得による支出

貸付金の回収による収入

貸付による支出

保証金の純増額

その他

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

短期借入金の純減額

長期借入れによる収入

長期借入金の返済による支出

少数株主からの出資金の払込による収入

自己株式の取得による支出

配当金の支払額

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の中間期末残高

少数株主への配当金の支払額

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増加額
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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〕

   前中間連結会計期間（自　平成19年11月 1日　至　平成20年 4月30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）

売 上 高

(1)外部顧客に対する売上高 6,313,113 17,709,582 24,022,695 － 24,022,695

(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高 － － － － －

6,313,113 17,709,582 24,022,695 － 24,022,695

営 業 費 用 5,606,875 16,834,424 22,441,300 － 22,441,300

営 業 利 益 706,237 875,157 1,581,395 － 1,581,395

（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〕

   前中間連結会計期間（自　平成19年11月 1日　至　平成20年 4月30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）

売 上 高

(1)外部顧客に対する売上高 21,412,810 2,609,885 24,022,695 － 24,022,695

(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高 188,648 53,241 241,890 (241,890) －

21,601,459 2,663,127 24,264,586 (241,890) 24,022,695

営 業 費 用 20,090,923 2,583,086 22,674,009 (232,709) 22,441,300

営 業 利 益 1,510,536 80,040 1,590,577 (9,181) 1,581,395

（注）１．国または地域の区分は、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または地域

　　　　　アジア…中国・韓国・インドネシア

〔海外売上高〕

   前中間連結会計期間（自　平成19年11月 1日　至　平成20年 4月30日）

（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．各区分に属する主な国または地域

　　　　　(1)アジア…中国・韓国・台湾・インドネシア

　　　　　(2)その他の地域…アメリカ・ヨーロッパ

　　　３．海外売上高は，当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

計

計

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 3,795,906 515,077 4,310,983

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 24,022,695

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(%) 15.8 2.1 17.9
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