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1.  平成21年10月期第3四半期の連結業績（平成20年11月1日～平成21年7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3四半期 27,624 ― 1,321 ― 1,462 ― 825 ―

20年10月期第3四半期 35,495 △1.6 2,024 23.9 2,160 25.3 1,150 26.6

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3四半期 82.74 ―

20年10月期第3四半期 115.25 ―

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3四半期 26,116 17,872 67.3 1,761.72
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3四半期  17,580百万円 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3四半期 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3四半期 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3四半期 9,978,927株 20年10月期第3四半期 9,979,016株
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連結経営成績に関する定性的情報の前年同期比は参考として記述しております。  

  

(1)全 体 業 績  

 当第３四半期連結会計期間のわが国経済は、一部で生産の底打ちや在庫調整の進展が見られたものの、

設備投資や個人消費の減退振りは依然として著しく、景気の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当社グループ連結売上高は、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22.2％減の27,624百万円となりました。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34.7％減の1,321百万円、同経常利益が前年同期比

32.3％減の1,462百万円となりました。さらにこれらを受けて、累計の連結四半期純利益は前年同期比

28.2％減の825百万円となっています。  

  

(2)機械製造販売事業  

 機械製造販売事業では、第２四半期連結会計期間迄において堅調であった海外向けの機械販売や国内外

の部品・修理販売が第３四半期連結会計期間に至って大きく減少したものの、累計の連結売上高について

は前年同期比4.6％増の9,281百万円、また同営業利益については前年同期比8.9％増の816百万円となりま

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、不振を極めていた電子材料分野と機能材料分野で需要に底打ちの兆しが見

られ始めましたが、これら分野の業況回復には未だ勢いがなく、また内外の合成樹脂分野では販売の低迷

が続いたことから、事業全体で見た累計の連結売上高は前年同期比で31.1％減の18,343百万円に止まりま

した。またこれにより、同連結営業利益も前年同期比で60.4％減の504百万円に止まりました。  

  

(1)資産、負債及び純資産の状況  

 当第３四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2,846百万

円減少し、加えて差入保証金の返還とその他資産の減少から固定資産が196百万円減少したため、全体で

前連結会計年度末（平成20年10月末）比3,043百万円（10.4％）減の26,116百万円となりました。    

 一方負債は、主に買掛債務と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

3,450百万円（29.5％）減の8,243百万円となりました。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406百万円（2.3％）増加して17,872百万円となりました。  

 これらの結果、当第３四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て8.5％上

昇し、67.3％となっています。  

  

【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 
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(2)キャッシュ・フローの状況  

当第３四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です。  

・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1,424百万円となったのに加えて、売上債権と棚卸資産が大きく減少したこ

となどにより、2,772百万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207百万円が、定期預金の解約額や差入保証金の減少額等を上回ったことなどから、

32百万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  

 配当金の支払や長・短期借入金の返済等から、741百万円の支出となりました。  

 以上の結果、当第３四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

1,961百万円増加して3,672百万円となりました。 

機械製造販売事業では、設備投資需要減退の趨勢を背景に第４四半期連結会計期間においても製品及び

部品・修理販売の停滞が続くと予測され、また化学工業製品販売事業についても、販売額の底打ち傾向が

窺がえるとは言え、依然需要全体の順調な伸びを望み得る環境にはないと判断されます。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年比21.1％減の37,500百万円、同経常利益は前年比42.6％減の

1,500百万円、また同当期純利益は前年比41.4％減の800百万円になると予想されます。 

  
  

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3四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
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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3四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3四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

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3四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) 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３四半期連結会計期間末
(平成21年７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 3,672,588 1,811,434

受取手形及び売掛金 11,744,271 15,651,542

商品及び製品 2,997,098 3,285,810

仕掛品 1,066,188 1,527,473

原材料及び貯蔵品 812,346 658,782

繰延税金資産 292,042 628,526

その他 459,390 426,276

貸倒引当金 △33,977 △133,061

流動資産合計 21,009,948 23,856,785

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,548,726 2,508,379

減価償却累計額 △1,431,616 △1,355,419

建物及び構築物（純額） 1,117,109 1,152,960

機械装置及び運搬具 3,449,894 3,388,940

減価償却累計額 △2,461,998 △2,331,611

機械装置及び運搬具（純額） 987,895 1,057,328

土地 970,253 970,253

リース資産 88,451 －

減価償却累計額 △24,084 －

リース資産（純額） 64,367 －

その他 955,494 1,015,170

減価償却累計額 △860,089 △822,301

その他（純額） 95,404 192,869

有形固定資産合計 3,235,030 3,373,412

無形固定資産 36,290 22,064

投資その他の資産   

投資有価証券 945,118 880,003

差入保証金 409,701 476,639

繰延税金資産 52,641 34,023

デリバティブ債権 20,465 22,522

その他 504,908 563,610

貸倒引当金 △97,982 △69,729

投資その他の資産合計 1,834,854 1,907,070

固定資産合計 5,106,175 5,302,547

資産合計 26,116,124 29,159,333
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年７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 5,571,247 7,177,796

短期借入金 733,470 1,054,069

リース債務 28,722 －

未払金 389,405 550,233

未払法人税等 42,427 647,878

前受金 288,952 291,376

賞与引当金 448,381 1,135,803

役員賞与引当金 29,007 64,806

製品補償損失引当金 149,380 175,261

その他 267,749 217,108

流動負債合計 7,948,743 11,314,334

固定負債   

長期借入金 － 85,000

リース債務 53,629 －

退職給付引当金 25,757 31,958

役員退職慰労引当金 142,760 257,780

繰延税金負債 72,619 4,514

固定負債合計 294,766 379,253

負債合計 8,243,510 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 15,389,998 14,913,596

自己株式 △363,045 △363,003

株主資本合計 17,571,572 17,095,213

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 99,171 12,188

繰延ヘッジ損益 103 26,115

為替換算調整勘定 △90,792 21,748

評価・換算差額等合計 8,482 60,052

少数株主持分 292,558 310,478

純資産合計 17,872,613 17,465,744

負債純資産合計 26,116,124 29,159,333
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 27,624,345

売上原価 21,847,979

売上総利益 5,776,365

販売費及び一般管理費 4,455,354

営業利益 1,321,011

営業外収益  

受取利息 1,558

受取配当金 46,942

受取賃貸料 18,858

為替差益 56,944

デリバティブ評価益 23,298

その他 40,005

営業外収益合計 187,606

営業外費用  

支払利息 18,304

手形売却損 3,871

支払手数料 9,219

その他 14,469

営業外費用合計 45,864

経常利益 1,462,753

特別利益  

貸倒引当金戻入額 47,989

特別利益合計 47,989

特別損失  

固定資産除却損 3,307

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 76,692

貸倒引当金繰入額 262

特別損失合計 86,325

税金等調整前四半期純利益 1,424,417

法人税、住民税及び事業税 238,338

法人税等調整額 349,064

法人税等合計 587,403

少数株主利益 11,349

四半期純利益 825,664
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年７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 1,424,417

減価償却費 388,572

賞与引当金の増減額（△は減少） △686,294

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △35,799

製品補償損失引当金の増減額（△は減少） △25,881

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,201

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） △70,830

投資有価証券評価損益（△は益） 76,692

受取利息及び受取配当金 △48,501

支払利息 18,304

為替差損益（△は益） 3,871

固定資産除却損 3,307

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） △23,298

売上債権の増減額（△は増加） 3,741,363

たな卸資産の増減額（△は増加） 502,878

仕入債務の増減額（△は減少） △1,490,418

未払金の増減額（△は減少） △119,511

前受金の増減額（△は減少） △196

未払消費税等の増減額（△は減少） 109,418

その他 320,456

小計 3,973,393

利息及び配当金の受取額 49,754

利息の支払額 △38,642

法人税等の支払額 △1,211,836

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,772,667

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 △207,935

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 △11,648

貸付金の回収による収入 10,423

貸付けによる支出 △980

差入保証金の増減額（△は増加） 60,721

その他 11,379

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,461
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(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年７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） △239,577

リース債務の返済による支出 △30,079

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 △741,277

現金及び現金同等物に係る換算差額 △37,774

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,961,154

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 3,672,588

巴工業㈱ (6309) 平成21年10月期 第3四半期決算短信

10



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3四半期連結累計期間（自 平成20年11月1日 至 平成21年7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)

売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 9,281,072 18,343,272 27,624,345 － 27,624,345

(2)セグメント間の内部売上高又は
振替高

－ － － － －

計 9,281,072 18,343,272 27,624,345 － 27,624,345

営業費用 8,464,989 17,838,344 26,303,334 － 26,303,334

営業利益 816,082 504,928 1,321,011 － 1,321,011

（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3四半期連結累計期間（自 平成20年11月1日 至 平成21年7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)

売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 25,453,672 2,170,672 27,624,345 － 27,624,345

(2)セグメント間の内部売上高又は
振替高

259,263 91,596 350,860 (350,860) －

計 25,712,936 2,262,269 27,975,205 (350,860) 27,624,345

営業費用 24,370,104 2,282,682 26,652,787 (349,452) 26,303,334

営業利益 1,342,831 △20,413 1,322,418 (1,407) 1,321,011

（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3四半期連結累計期間（自 平成20年11月1日 至 平成21年7月31日）

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(単位：千円) 5,314,397 1,591,703 6,906,100

Ⅱ 連結売上高(単位：千円) － － 27,624,345

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(%) 19.2 5.8 25.0

（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.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)四半期連結損益計算書

百分比
(%)

Ⅰ 35,495,259 100.0

Ⅱ 28,516,264 80.3

6,978,994 19.7

Ⅲ 4,954,612 14.0

2,024,381 5.7

Ⅳ

1 10,721

2 50,620

3 18,932

4 88,613

5 63,025 231,913 0.7

Ⅴ

1 51,553

2 8,685

3 22,267

4 13,211 95,717 0.3

2,160,578 6.1

Ⅵ

1 5,627

2 22,930 28,558 0.1

Ⅶ

1 724

2 5,197

3 13,597 19,520 0.1

2,169,615 6.1

672,784

310,285 983,070 2.8

36,425 0.1

1,150,119 3.2

前年同四半期連結会計期間

区分 金額（千円）

  至 平成20年 7月31日)

(自 平成19年11月 1日

売上総利益

販売費及び一般管理費

売上高

売上原価

受取利息

受取配当金

営業利益

営業外収益

為替差益

受取賃貸料

支払利息

手形売却損

その他

営業外費用

支払手数料

出資金売却益

貸倒引当金戻入益

特別利益

その他

経常利益

固定資産除却損

特別損失

固定資産売却損

税金等調整前四半期純利益

貸倒引当金繰入額

少数株主利益

四半期純利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額
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（2）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

Ⅰ

1 2,169,615

2 292,328

3 △426,098

4 △15,382

5 △72,751

6 2,235

7 32,490

8 △10,177

9 △61,341

10 51,553

11 9,222

12 △5,627

13 116

14 724

15 5,197

16 2,959,774

17 △1,430,645

18 316,959

19 △160,432

20 284,170

21 1,945

22 93,037

4,036,914

23 53,663

24 △35,025

25 △1,078,742

2,976,809

Ⅱ

1 △410,939

2 380

3 △3,996

4 △13,068

5 283

6 24,284

7 △1,940

8 △76,211

9 20,904

△460,302

Ⅲ

1 △2,408,684

2 85,000

3 △150,000

4 50,080

5 △188

6 △349,269

7 △7,781

△2,780,843

Ⅳ △41,817

Ⅴ △306,153

Ⅵ 1,873,895

Ⅶ 1,567,741

現金及び現金同等物の減少額

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の四半期末残高

配当金の支払額

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

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

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

短期借入金の純増減額

長期借入れによる収入

貸付による支出

保証金の純増額

その他

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

投資有価証券の売却による収入

貸付金の回収による収入

有形固定資産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入

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

その他

小        計

利息及び配当金の受取額

未払金の減少額

前受金の増加額

未払消費税等の増加額

売上債権の減少額

棚卸資産の増加額

仕入債務の増加額

出資金売却益

投資有価証券売却損

固定資産売却損

固定資産除却損

受取利息及び受取配当金

支払利息

為替差損益

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

税金等調整前四半期純利益

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

  至 平成20年 7月31日)

区分 金額（千円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

前四半期連結会計期間

(自 平成19年11月 1日
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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3四半期連結累計期間（自　平成19年11月 1日　至　平成20年7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）

売 上 高

(1)外部顧客に対する売上高 8,872,205 26,623,053 35,495,259 － 35,495,259

(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高 － － － － －

8,872,205 26,623,053 35,495,259 － 35,495,259

営 業 費 用 8,122,801 25,348,076 33,470,877 － 33,470,877

営 業 利 益 749,404 1,274,977 2,024,381 － 2,024,381

（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3四半期連結累計期間（自　平成19年11月 1日　至　平成20年7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）

売 上 高

(1)外部顧客に対する売上高 31,523,281 3,971,978 35,495,259 － 35,495,259

(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高 287,883 86,610 374,494 (374,494) －

31,811,165 4,058,588 35,869,753 (374,494) 35,495,259

営 業 費 用 29,999,723 3,827,473 33,827,197 (356,319) 33,470,877

営 業 利 益 1,811,441 231,115 2,042,556 (18,174) 2,024,381

（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

計

計
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