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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 13,790 ― 846 ― 792 ― 417 ―

20年10月期第3四半期 17,533 0.2 1,516 11.3 1,477 11.9 802 15.2

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 69.62 ―

20年10月期第3四半期 133.83 ―

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 17,752 8,930 50.3 1,489.67
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3四半期  8,930百万円 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、３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、３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 

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3四半期 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3四半期  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3四半期 5,995,120株 20年10月期第3四半期 5,995,165株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、在庫調整の一巡や経済対策の効果に加え、対外経済環境の

改善等により好転の兆しが一部見られましたが、依然として昨秋からの世界的な金融危機の影響を受け、雇用情勢

の悪化、設備投資の減少及び個人消費の低迷等により、厳しい状況で推移いたしました。 

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３四半期連結累計期間の売上高は137億90百万円、営業利益は８億46百万円、経常利益は７億92百

万円となり、当第３四半期純利益は４億17百万円となりました。 

  

[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、今期に入り急速に

販売状況が悪化いたしました。そのため、工場の稼動を落とし、大幅な在庫調整を図るとともに、生産体制の再構

築により固定費の削減を行ってまいりました。これらの施策により、当第３四半期におきましては子会社を含めた

生産状況は回復基調となりました。 

その結果、売上高112億17百万円、営業利益は５億80百万円となりました。 

  

[機械製品事業] 

機械製品事業におきましては、世界規模の景気後退で企業業績の悪化が進み、当該マーケットにおける設備投資

意欲が想定以上に低調に推移し、主力製品であるスリッター関連機器は厳しい状況でありましたが、押出関連及び

リサイクル機器は総じて堅調に推移しました。 

その結果、売上高25億72百万円、営業利益は２億60百万円となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は177億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ23億95百万円の減少とな

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、５億82百万円減少しました。 

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22億39百万円減少し、固定負債は長期借入金の約定返

済等により１億60百万円減少しました。 

純資産は、四半期純利益による増加４億17百万円と配当金の支払及び為替換算調整勘定の減少等により、４百万

円増加しました。 

  

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、厳しい状況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21年5月25日に公表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３四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。 

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
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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。 
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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 1,247,942 973,564

受取手形及び売掛金 4,513,552 5,488,643

商品及び製品 885,539 1,254,001

仕掛品 1,399,639 1,947,652

原材料及び貯蔵品 543,368 775,714

その他 851,393 822,144

貸倒引当金 △7,524 △14,285

流動資産合計 9,433,911 11,247,436

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,265,199 2,481,868

機械装置及び運搬具（純額） 1,906,571 2,237,917

工具、器具及び備品（純額） 117,773 133,854

土地 2,320,831 2,491,586

建設仮勘定 91,369 20,728

有形固定資産合計 6,701,744 7,365,955

無形固定資産   

のれん 64,338 79,140

その他 45,379 39,993

無形固定資産合計 109,717 119,133

投資その他の資産   

保険積立金 1,099,785 1,062,900

その他 426,096 353,466

貸倒引当金 △18,529 △165

投資その他の資産合計 1,507,352 1,416,201

固定資産合計 8,318,815 8,901,290

資産合計 17,752,726 20,148,726

萩原工業㈱　（7856）　平成21年10月期第３四半期決算短信

- 5 -



（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 2,296,433 3,607,852

短期借入金 2,790,527 3,170,618

未払法人税等 63,617 365,534

賞与引当金 253,026 513,083

製品保証引当金 14,016 26,687

その他 1,052,231 1,025,867

流動負債合計 6,469,851 8,709,643

固定負債   

長期借入金 1,894,855 2,088,740

退職給付引当金 127,281 136,558

役員退職慰労引当金 264,369 249,386

その他 65,597 37,972

固定負債合計 2,352,104 2,512,656

負債合計 8,821,955 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 7,407,828 7,274,724

自己株式 △2,629 △2,614

株主資本合計 9,035,999 8,902,910

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,834 △2,735

繰延ヘッジ損益 △5,081 △13,097

為替換算調整勘定 △102,981 39,348

評価・換算差額等合計 △105,228 23,515

純資産合計 8,930,770 8,926,425

負債純資産合計 17,752,726 20,148,726
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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 13,790,458

売上原価 10,398,248

売上総利益 3,392,209

販売費及び一般管理費 2,545,840

営業利益 846,368

営業外収益  

受取利息 2,375

受取配当金 1,110

受取保険金 62,984

その他 42,005

営業外収益合計 108,476

営業外費用  

支払利息 60,228

売上割引 25,516

為替差損 54,486

その他 22,401

営業外費用合計 162,633

経常利益 792,211

特別利益  

固定資産売却益 1,811

特別利益合計 1,811

特別損失  

固定資産除却損 46,584

固定資産売却損 147

投資有価証券評価損 3,817

特別損失合計 50,549

税金等調整前四半期純利益 743,474

法人税等 326,070

四半期純利益 417,403
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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 743,474

減価償却費 606,229

のれん償却額 14,801

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,224

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,865

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,983

受取利息及び受取配当金 △3,486

支払利息 60,228

固定資産除売却損益（△は益） 44,919

売上債権の増減額（△は増加） 930,171

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,085,063

仕入債務の増減額（△は減少） △1,360,206

その他 △89,001

小計 2,055,535

利息及び配当金の受取額 3,491

利息の支払額 △63,268

法人税等の支払額 △641,448

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,354,309

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） △28,160

有形固定資産の取得による支出 △373,320

有形固定資産の売却による収入 8,528

長期貸付金の回収による収入 5,632

保険積立金の増減額（△は増加） △36,885

その他 △24,912

投資活動によるキャッシュ・フロー △449,117

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の増減額（△は減少） △257,656

長期借入れによる収入 630,000

長期借入金の返済による支出 △868,819

自己株式の取得による支出 △15

配当金の支払額 △208,489

財務活動によるキャッシュ・フロー △704,982

現金及び現金同等物に係る換算差額 △972

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 199,238

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 1,041,702
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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） 

 （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） 

 （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  11,217,894  2,572,563  13,790,458  －  13,790,458

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  28,731  28,731  △28,731  －

計  11,217,894  2,601,295  13,819,190  △28,731  13,790,458

営業利益  580,151  264,481  844,632  1,736  846,368

〔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  12,827,178  963,279  13,790,458  －  13,790,458

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 151,592  1,463,890  1,615,482  △1,615,482  －

計  12,978,770  2,427,170  15,405,940  △1,615,482  13,790,458

営業利益  817,166  36,485  853,651  △7,282  846,368
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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） 

 （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）  1,630,302  727,525  2,357,828

Ⅱ 連結売上高（千円）      13,790,458

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 11.8  5.3  17.1

（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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年11月１日～平成20年７月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年10月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  17,533

Ⅱ 売上原価  13,248

売上総利益  4,284

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,768

営業利益  1,516

Ⅳ 営業外収益  120

１．受取利息  1

２．受取配当金  1

３．デリバティブ評価益  2

４．作業屑売却収入  10

５．受取保険金    78

６．その他  25

Ⅴ 営業外費用  159

１．支払利息  76

２．売上割引  34

３．為替差損  22

４．その他  25

経常利益  1,477

Ⅵ 特別利益  1

１．固定資産売却益  1

Ⅶ 特別損失  71

１．固定資産売却損  49

２．固定資産除却損  21

税金等調整前四半期純利益  1,408

税金費用  609

少数株主損失（△） △3

四半期純利益  802
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前第３四半期連結累計期間（平成19年11月１日～平成20年７月31日） 

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年10月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 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  1,408

減価償却費  663

のれん償却費  6

貸倒引当金の増減額 △0

退職給付引当金の減少額 △141

役員退職慰労引当金の増減額 △35

受取利息及び受取配当金 △3

支払利息  76

固定資産売却益 △1

固定資産売却損  49

固定資産除却損  21

売上債権の増減額 △507

たな卸資産の増減額 △526

仕入債務の増減額  200

その他（純額） △151

小計  1,059

利息及び配当金の受取額  3

利息の支払額 △77

法人税等の支払額 △681

営業活動によるキャッシュ・フロー  302
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前年同四半期

（平成20年10月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅱ 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払又は払出
による収入（純額） 

△15

有形固定資産の取得による支出 △623

有形固定資産の売却による収入  100

投資有価証券の取得による支出 △0

投資有価証券の売却による収入  0

長期貸付金の回収による収入  6

その他固定資産の取得による支出 △99

その他固定資産の回収による収入  62

投資活動によるキャッシュ・フロー △569

Ⅲ 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  592

長期借入れによる収入  1,020

長期借入金の返済による支出 △956

自己株式の取得による支出 △0

少数株主からの株式取得による支出 △161

配当金の支払額 △252

財務活動によるキャッシュ・フロー  240

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △11

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額（△） △37

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,138

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  1,101
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前第３四半期連結累計期間（平成19年11月１日～平成20年７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 

  

前第３四半期連結累計期間（平成19年11月１日～平成20年７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 

  

前第３四半期連結累計期間（平成19年11月１日～平成20年７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。 

  

（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

（百万円） 
機械製品
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高  14,011  3,539  17,551  (18)  17,533

営業費用  13,046  2,989  16,036  (19)  16,016

営業利益  964  549  1,514  1  1,516

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高  16,257  2,922  19,180  (1,647)  17,533

営業費用  14,833  2,836  17,669  (1,652)  16,016

営業利益  1,424  86  1,511  4  1,516

〔海外売上高〕

  アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  1,574  1,388  2,962

Ⅱ 連結売上高（百万円） － －  17,533

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 9.0  7.9  16.9
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