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1.  平成21年10月期第3四半期の業績（平成20年11月1日～平成21年7月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 3,152 ― 58 ― 67 ― 23 ―
20年10月期第3四半期 3,681 ― 285 ― 293 ― 170 ―

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 3.53 ―
20年10月期第3四半期 25.41 ―

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 4,639 3,740 80.6 565.92
20年10月期 5,014 3,823 76.2 574.39

（参考） 自己資本   21年10月期第3四半期  3,740百万円 20年10月期  3,823百万円

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 ― 0.00 ― 15.00 15.00
21年10月期 ― 0.00 ―
21年10月期 

（予想）
10.00 10.00

3.  平成21年10月期の業績予想（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）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 4,079 △18.1 61 △84.5 75 △81.5 29 △86.0 4.42
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。 

(2) 四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 7,200,000株 20年10月期  7,200,000株
② 期末自己株式数 21年10月期第3四半期  591,206株 20年10月期  543,605株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年10月期第3四半期 6,630,336株 20年10月期第3四半期 6,728,713株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異な
る結果となる可能性があります。 
・当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

      当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、米国のサブプライムローン問題を発端とした世界経済の不安が

深刻化するなか、金融危機の影響により景気が後退し、企業業績の大幅な悪化に伴う設備投資の抑制及び雇用情勢

の急速な悪化に伴う個人消費の冷え込み等、依然として厳しい状況となりました。 

このような環境の中にあって、当社は、フィルター部門では、国内及び輸出共減少しました。よって、売上高は

29億25百万円となりました。一方、燃焼機器部門では、外食産業用フライヤーが減少し売上高２億27百万円とな

りました。その結果、売上高は31億52百万円、売上高の減少、原材料価格の高止まりによる材料コストの上昇及

び燃焼機器部門においてクレーム費用が発生したために、営業利益は58百万円、経常利益は67百万円、固定資産

に係る減損損失を計上したため、四半期純利益は23百万円となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

① 資産 

流動資産は、29億57百万円（前事業年度末比6.4％減）となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金が

１億58百万円減少したことによるものです。                             

固定資産は、16億82百万円（前事業年度末比9.4％減）となりました。主な要因は、有形固定資産が１億１

百万円及び投資その他の資産が72百万円減少したことによるものです。 

この結果、総資産は、46億39百万円（前事業年度末比7.5％減）となりました。 

   ② 負債 

         流動負債は、７億９百万円（前事業年度末比23.8％減）となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が

61百万円、短期借入金が50百万円及び未払法人税等が１億８百万円減少したことによるものです。 

     固定負債は、１億90百万円（前事業年度末比26.8％減）となりました。主な要因は、長期借入金が50百万

円増加したものの、役員退職慰労引当金が１億24百万円減少したことによるものです。 

     この結果、負債合計は、８億99百万円（前事業年度末比24.5％減）となりました。 

     ③ 純資産 

      純資産合計は、37億40百万円（前事業年度末比2.2％減）となりました。主な要因は、利益剰余金が76百

万円減少したことによるものです。 

 

  (2) キャッシュ・フローの状況 

    当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べて35百万円減

少し、２億10百万円となりました。 

    当第３四半期累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通りであります。 

 

   （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、１億40百万円の収入となりました。 

主な要因は、役員退職慰労引当金の減少額が１億24百万円となったこと、仕入債務の減少額が61百万円及び

法人税等の支払額が１億88百万円の減少となったものの、減価償却費が１億47百万円となったこと、税引前四

半期純利益が47百万円となったこと及び売上債権の減少額が１億50百万円となったことによるものであります。 

  （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、55百万円の支出となりました。 

主な要因は、定期預金の払戻による収入が９億 32 百万円となったものの、定期預金の預入による支出が８億

75百万円となったこと及び有形固定資産の取得による支出が１億67百万円となったことによるものであります。 

（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、１億20百万円の支出となりました。 

主な要因は、自己株式の取得による支出が20百万円となったこと及び配当金の支払額が99百万円となったこ

とによるものであります。 
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３．業績予想に関する定性的情報 

   当期の業績予想に関する事項につきましては、平成21年６月３日に公表しました「平成21年10月期第２四半期

累計期間業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」において発表しました業績予想に変更はご

ざいません。 

 
４．その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 簡便な会計処理 

棚卸資産の評価方法 

  当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基

礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

② 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

        該当事項はありません。 

 

(2) 四半期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 「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用 

当事業年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）を適用し

ております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

通常の販売目的で保有する棚卸資産につきましては、従来、主として総平均法による原価法によっておりま

したが、第１四半期会計期間より「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）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に

より算定しております。 

これに伴い、従来の方法によった場合と比較して、当第３四半期累計期間の売上原価は9,542千円増加し、
売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益が9,542千円それぞれ減少しております。 

 

(3) 追加情報 

  有形固定資産の耐用年数の変更 

   法人税法の改正(所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第23号)を契機として、資産の利

用状況を見直した結果、当社の機械装置については、従来耐用年数を12年としておりましたが、第１四半期会計期

間より９年に変更しております。 

これに伴い、従来の方法によった場合と比較して、当第３四半期累計期間の売上原価は15,732千円増加し、売上

総利益は同額減少しております。 

さらに、当第３四半期累計期間の販売費及び一般管理費は121千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前四半

期純利益はそれぞれ15,853千円減少しております。 
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５【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,052,682 1,144,984

受取手形及び売掛金 1,122,627 1,281,279

商品 71,186 68,009

製品 183,654 204,404

半製品 207,621 196,234

原材料 118,309 155,472

仕掛品 37,279 30,636

未収還付法人税等 67,141 －

その他 97,712 78,225

貸倒引当金 △1,129 △1,294

流動資産合計 2,957,086 3,157,953

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 461,134 492,427

その他（純額） 824,762 894,508

有形固定資産合計 1,285,896 1,386,936

無形固定資産 11,996 12,343

投資その他の資産   

その他 385,238 458,144

貸倒引当金 △500 △450

投資その他の資産合計 384,738 457,694

固定資産合計 1,682,631 1,856,974

資産合計 4,639,717 5,014,928

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 295,259 357,013

短期借入金 150,000 200,000

未払法人税等 － 108,408

賞与引当金 71,467 24,907

その他 192,329 240,788

流動負債合計 709,057 931,117

固定負債   

長期借入金 50,000 －

退職給付引当金 93,742 89,275

役員退職慰労引当金 44,815 169,152

その他 2,000 2,000

固定負債合計 190,557 260,427

負債合計 899,614 1,191,545
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年10月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 601,800 601,800

資本剰余金 389,764 389,764

利益剰余金 3,051,361 3,127,772

自己株式 △301,117 △280,722

株主資本合計 3,741,808 3,838,615

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,705 △15,232

評価・換算差額等合計 △1,705 △15,232

純資産合計 3,740,103 3,823,382

負債純資産合計 4,639,717 5,014,928
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(2)【四半期損益計算書】 
 【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

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

売上高 3,152,432

売上原価 2,572,826

売上総利益 579,605

販売費及び一般管理費 521,102

営業利益 58,503

営業外収益  

受取利息 2,813

受取配当金 1,904

受取賃貸料 6,374

その他 3,034

営業外収益合計 14,126

営業外費用  

支払利息 1,798

売上割引 3,400

その他 215

営業外費用合計 5,414

経常利益 67,215

特別利益  

固定資産売却益 195

貸倒引当金戻入額 165

保険解約返戻金 8,288

受取保険金 1,265

特別利益合計 9,913

特別損失  

減損損失 23,802

固定資産除却損 5,887

貸倒引当金繰入額 50

保険解約損 42

特別損失合計 29,782

税引前四半期純利益 47,346

法人税、住民税及び事業税 14,440

法人税等調整額 9,471

法人税等合計 23,912

四半期純利益 23,434
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第３四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 47,346

減価償却費 147,008

減損損失 23,802

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,467

賞与引当金の増減額（△は減少） 46,560

貸倒引当金の増減額（△は減少） △115

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △124,337

受取利息及び受取配当金 △4,718

支払利息 1,798

固定資産売却損益（△は益） △195

受取保険金 △1,265

保険解約損益（△は益） △8,245

固定資産除却損 5,887

売上債権の増減額（△は増加） 150,838

たな卸資産の増減額（△は増加） 36,532

仕入債務の増減額（△は減少） △61,753

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,659

その他 64,161

小計 324,114

利息及び配当金の受取額 5,701

保険金の受取額 1,265

利息の支払額 △1,797

法人税等の支払額 △188,350

営業活動によるキャッシュ・フロー 140,932

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △875,000

定期預金の払戻による収入 932,000

有形固定資産の取得による支出 △167,720

有形固定資産の売却による収入 900

投資有価証券の取得による支出 △9,200

無形固定資産の取得による支出 △2,076

その他の支出 △7,351

その他の収入 72,561

投資活動によるキャッシュ・フロー △55,886
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(単位：千円)

当第３四半期累計期間 
(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  

長期借入れによる収入 50,000

長期借入金の返済による支出 △50,000

自己株式の取得による支出 △20,395

配当金の支払額 △99,804

財務活動によるキャッシュ・フロー △120,200

現金及び現金同等物に係る換算差額 △147

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △35,302

現金及び現金同等物の期首残高 245,984

現金及び現金同等物の四半期末残高 210,682
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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財

務諸表を作成しております。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

   当第３四半期会計期間（自 平成21年５月１日 至 平成21年７月31日） 

     該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

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

     該当事項はありません。 

 

６．重要な後発事象 

 火災による損害の発生 

  平成21年８月29日に当社第３工場において火災が発生し、たな卸資産、建物及び機械装置等を焼失しました。 

  この火災による損害額については、現在調査中でありますが、当該資産には全て火災保険を付しております。現在、

保険会社への求償作業を進めておりますが、保険の支給額を含め、実質損害額は未確定であります。 

  復旧時期については、現時点では未定であります。 

  操業の停止に伴い、稼働率の低下が見込まれますが、この稼働率の低下が当期の経営成績に及ぼす影響を見積もる

ことは、現時点では困難であります。 

  製品供給に関しては、同業他社等からの調達による対応を図っております。
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「参考資料」 

(1) 四半期損益計算書 

           （単位：千円単位未満切捨て） 

前第３四半期累計期間 

(自 平成19年11月 1 日 

  至 平成20年 7 月31日) 

期   別  

科   目 

金     額 

Ⅰ 売上高 3,681,255 

Ⅱ 売上原価 2,949,038 

 売上総利益 732,216 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 446,740 

 営業利益 285,476 

Ⅳ 営業外収益 14,923 

Ⅴ 営業外費用 7,026 

 経常利益 293,373 

Ⅵ 特別利益 565 

Ⅶ 特別損失 2,236 

   税引前四半期純利益 291,702 

   税金費用 120,710 

   四半期純利益 170,991 
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(2) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円単位未満切捨て） 

前第３四半期累計期間 

(自 平成19年11月 1 日 

  至 平成20年 7 月31日) 

期   別 

科   目 

金     額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

1  税引前四半期純利益 291,702 

2  減価償却費 134,606 

3  退職給付引当金の増加・減少(△)額 1,005 

 4  賞与引当金の増加・減少(△)額 46,010 

 5  役員賞与引当金の増加・減少(△)額 △    6,200 

 6  貸倒引当金の増加・減少(△)額 △      281 

  7  役員退職慰労引当金の 

増加・減少(△)額 
  △   540 

 8  受取利息及び受取配当金 △    7,255 

 9  支払利息 2,887 

 10  固定資産売却益 △   265 

 11  固定資産除却損 2,236 

12  売上債権の増加(△)・減少額 △  42,646 

13  たな卸資産の増加(△)・減少額 △   25,671 

14  仕入債務の増加・減少(△)額        29,026 

15  未払消費税等の増加・減少(△)額  7,552 

16  その他 11,677 

小        計 443,844 

 17  利息及び配当金の受取額  6,105 

18  利息の支払額 △    2,784 

19  法人税等の支払額 △  125,498 

   営業活動によるキャッシュ・フロー  321,667 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

  1  定期預金の預入による支出 △  875,000 

 2  定期預金の払戻による収入   932,000 

 3  有形固定資産の取得による支出 △  254,964 

  4  有形固定資産の売却による収入 350 

 5  その他の投資等の取得よる支出     △  7,648 

 6  その他の投資等の売却よる収入 933 

   投資活動によるキャッシュ・フロー △  204,329 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

 1  短期借入金純増加・純減少(△)額 40,000 

 2  長期借入金の返済による支出 △  300,000 

 3  自己株式の取得による支出 △   20,714 

 4  配当金の支払額 △  101,250 

  財務活動によるキャッシュ・フロー △  381,965 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △      333 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加・減少（△）額 △  264,960 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   570,083 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 305,123 
 

 

以 上 
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