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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 9,316 ― 437 ― 402 ― 188 ―

20年10月期第2四半期 11,484 △0.2 1,006 3.8 924 0.4 497 1.6

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 31.46 ―

20年10月期第2四半期 83.03 ―

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 17,899 8,794 49.1 1,466.90
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2四半期  8,794百万円 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 ― 12.50

21年10月期 
（予想）

― 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 18,280 △22.9 1,120 △42.9 1,080 △42.6 580 △44.7 96.75
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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．その他をご覧ください。 

(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．その他をご覧ください。 

(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 

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、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2四半期 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2四半期  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2四半期 5,995,121株 20年10月期第2四半期 5,995,178株
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当第２四半期連結累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の急速な悪化が続いており、 今後、在庫調整が進展するにつ

れ、悪化のテンポが緩やかになっていくことも期待されるものの、雇用調整や更なる世界景気の下振れ懸念等、先

行きについても、景気を下押しするリスクがあり、当面厳しい状況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、「グループ会社を含めた生産革新」、「拡大戦略

製品の拡大」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２四半期連結累計期間の売上高は93億16百万円、営業利益は４億37百万円、経常利益は４億２百

万円となり、当第２四半期純利益は１億88百万円となりました。 

  

[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、世界的な不況と急激な在庫調整により需要は縮小し、原材料価格の下落

を勘案した買い控え、更には円高による輸出品の競争力低下等悪材料が重なり、急速に販売状況が悪化いたしまし

た。そのため、工場の稼動を可能な限り落とすとともに生産子会社であった「かようアイランド株式会社」を平成

21年4月1日付で吸収合併するなど、生産体制の思い切った再構築を行い、固定費の大幅削減策を実行いたしまし

た。海外子会社におきましては、在インドネシア子会社「ハギハラ・ウエストジャワ・インダストリーズ社」及び

在中国子会社「青島萩原工業有限公司」両社ともに、当社の生産調整と直接販売市場の悪化により販売量が急速に

減少し、厳しい経営となりました。 

その結果、売上高75億63百万円、営業利益は２億26百万円となりました。 

  

[機械製品事業] 

機械製品事業におきましては、昨年秋以降の急激な景気の減速はＩＴ・デジタル関連製品及び薄型テレビなどの

販売不振を招き、これらの材料である光学系フィルム・半導体関連業界においては急速な在庫調整や大幅な減産を

余儀なくされ、設備投資意欲が冷え込み、主力製品であるスリッター関連機器は低調となりました。一方、押出関

連及びリサイクル機器は総じて堅調に推移いたしました。 

その結果、売上高17億53百万円、営業利益は２億10百万円となりました。 

  

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は178億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億49百万円の減少とな

りました。 

資産では、流動資産が受取手形及び売掛金及び棚卸資産の減少等により18億38百万円減少し、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、４億10百万円減少しました。 

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19億50百万円減少し、固定負債は長期借入金の約定返

済等により１億66百万円減少しました。 

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、１億32百万円減少しました。 

  

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と予想されることから、

平成20年12月８日に公表した業績予想を修正いたしました。詳細は平成21年５月25日公表の「業績予想の修正に関

するお知らせ」をご参照下さい。  

  

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
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該当事項はありません。   

  

 税金費用については、当第２四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。 

  

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 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。 

③ 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。 

  

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 1,284,455 973,564

受取手形及び売掛金 4,282,639 5,488,643

商品及び製品 893,847 1,254,001

原材料及び貯蔵品 462,824 775,714

仕掛品 1,610,704 1,947,652

その他 881,368 822,144

貸倒引当金 △6,814 △14,285

流動資産合計 9,409,026 11,247,436

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,320,847 2,481,868

機械装置及び運搬具（純額） 1,894,412 2,237,917

工具、器具及び備品（純額） 121,297 133,854

土地 2,320,831 2,491,586

建設仮勘定 219,981 20,728

有形固定資産合計 6,877,370 7,365,955

無形固定資産   

のれん 69,272 79,140

その他 40,359 39,993

無形固定資産合計 109,632 119,133

投資その他の資産   

保険積立金 1,070,852 1,062,900

その他 454,928 353,466

貸倒引当金 △22,139 △165

投資その他の資産合計 1,503,641 1,416,201

固定資産合計 8,490,644 8,901,290

資産合計 17,899,670 20,148,726
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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 2,206,742 3,607,852

短期借入金 2,894,927 3,170,618

未払法人税等 217,806 365,534

賞与引当金 422,740 513,083

製品保証引当金 19,061 26,687

その他 997,838 1,025,867

流動負債合計 6,759,116 8,709,643

固定負債   

長期借入金 1,915,171 2,088,740

退職給付引当金 126,070 136,558

役員退職慰労引当金 259,375 249,386

その他 45,671 37,972

固定負債合計 2,346,289 2,512,656

負債合計 9,105,406 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 7,253,990 7,274,724

自己株式 △2,629 △2,614

株主資本合計 8,882,161 8,902,910

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △802 △2,735

繰延ヘッジ損益 △11,196 △13,097

為替換算調整勘定 △75,898 39,348

評価・換算差額等合計 △87,897 23,515

純資産合計 8,794,264 8,926,425

負債純資産合計 17,899,670 20,148,726
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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 9,316,455

売上原価 7,168,884

売上総利益 2,147,570

販売費及び一般管理費 1,709,671

営業利益 437,898

営業外収益  

受取利息 1,824

受取配当金 407

受取保険金 62,689

その他 31,094

営業外収益合計 96,016

営業外費用  

支払利息 43,773

売上割引 17,394

為替差損 51,540

その他 19,106

営業外費用合計 131,814

経常利益 402,100

特別利益  

固定資産売却益 471

特別利益合計 471

特別損失  

固定資産除却損 41,128

固定資産売却損 147

投資有価証券評価損 3,825

特別損失合計 45,100

税金等調整前四半期純利益 357,470

法人税等 168,844

四半期純利益 188,626
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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 357,470

減価償却費 403,973

のれん償却額 9,867

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,124

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,438

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,989

受取利息及び受取配当金 △2,232

支払利息 43,773

固定資産除売却損益（△は益） 40,804

売上債権の増減額（△は増加） 1,165,666

たな卸資産の増減額（△は増加） 956,067

仕入債務の増減額（△は減少） △1,403,273

その他 △72,705

小計 1,518,086

利息及び配当金の受取額 2,234

利息の支払額 △46,566

法人税等の支払額 △332,545

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,141,209

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） △28,140

有形固定資産の取得による支出 △294,423

有形固定資産の売却による収入 6,079

長期貸付金の回収による収入 2,814

保険積立金の増減額（△は増加） △7,952

その他 △788

投資活動によるキャッシュ・フロー △322,410

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） △240,476

長期借入れによる収入 430,000

長期借入金の返済による支出 △579,923

自己株式の取得による支出 △15

配当金の支払額 △134,562

財務活動によるキャッシュ・フロー △524,978

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,269

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 284,551

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 1,127,015
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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。 

  

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） 

 （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 

  

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） 

 （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 

  

（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  7,563,009  1,753,445  9,316,455  －  9,316,455

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  24,913  24,913  △24,913  －

計  7,563,009  1,778,358  9,341,368  △24,913  9,316,455

営業利益  226,408  210,332  436,741  1,157  437,898

〔所在地別セグメント情報〕

  
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  8,700,099  616,355  9,316,455  －  9,316,455

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 96,997  971,074  1,068,071  △1,068,071  －

計  8,797,096  1,587,429  10,384,526  △1,068,071  9,316,455

営業利益又は営業損失（△）  467,523  △24,452  443,070  △5,171  437,898
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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） 

 （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。  

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,012,123  536,876  1,548,999

Ⅱ 連結売上高（千円）      9,316,455

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 10.9  5.8  16.7

（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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
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） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        11,484,469  100.0

Ⅱ 売上原価        8,646,654  75.3

売上総利益        2,837,814  24.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費        1,830,900  15.9

営業利益        1,006,914  8.8

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  1,709            

２．受取配当金  383            

３．受取保険金  46,563            

４．作業屑売却収入     7,308            

５．その他  21,492  77,457  0.7

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  53,313            

２．売上割引  24,558            

３．為替差損  65,665            

４．その他  16,251  159,789  1.4

経常利益        924,582  8.1

Ⅵ 特別損失                  

１．固定資産売却損  41,439            

２．固定資産除却損  10,296  51,735  0.5

税金等調整前中間純利益        872,846  7.6

法人税、住民税及び事業税   296,511            

法人税等調整額  83,933  380,445  3.3

少数株主損失        5,370  0.0

中間純利益        497,771  4.3
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
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） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  872,846

減価償却費  439,497

のれん償却費  2,417

貸倒引当金の減少額 △1,252

退職給付金引当金の減少額 △106,932

役員退職慰労引当金の減少額 △40,447

受取利息及び受取配当金 △2,092

支払利息  53,313

固定資産売却損  41,439

固定資産除却損  10,296

売上債権の減少額  2,300

たな卸資産の増加額 △324,868

仕入債務の増加額  167,035

その他  5,443

小計  1,118,997

利息及び配当金の受取額  2,093

利息の支払額 △51,604

法人税等の支払額 △352,379

営業活動によるキャッシュ・フロー  717,107

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 △489,649

有形固定資産の売却による収入  98,737

投資有価証券の取得による支出 △601

長期貸付の回収による収入  2,996

その他固定資産の取得による支出 △70,210

その他固定資産の回収による収入  43,626

投資活動によるキャッシュ・フロー △415,100
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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） 

区分 金額（千円）

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 △336,566

長期借入による収入  800,000

長期借入金の返済による支出 △615,830

自己株式の取得による支出 △60

配当金の支払額 △179,135

財務活動によるキャッシュ・フロー △331,592

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,555

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 
（減少：△） 

△43,141

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,138,742

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  1,095,600
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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 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 

  

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 

  

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。 

  

（３）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  9,132,944  2,351,524  11,484,469  －  11,484,469

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  14,760  14,760  △14,760  －

計  9,132,944  2,366,284  11,499,229  △14,760  11,484,469

営業費用  8,501,830  1,991,642  10,493,472  △15,918  10,477,554

営業利益  631,114  374,641  1,005,756  1,157  1,006,914

〔所在地別セグメント情報〕

  
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  10,537,824  946,645  11,484,469  －  11,484,469

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 121,469  914,716  1,036,186  △1,036,186  －

計  10,659,293  1,861,362  12,520,655  △1,036,186  11,484,469

営業費用  9,691,600  1,819,081  11,510,681  △1,033,127  10,477,554

営業利益  967,693  42,280  1,009,974  △3,059  1,006,914

〔海外売上高〕

  アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,034,435  881,118  1,915,554

Ⅱ 連結売上高（千円） － －  11,484,469

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 9.0  7.7  16.7
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