
平成21年10月期 決算短信 
平成21年12月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 巴工業株式会社 上場取引所 東 
コード番号 6309 URL http://www.tomo-e.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 塩野 昇
問合せ先責任者 （役職名） 経理担当取締役 （氏名） 前田 夏彦 TEL 03-5435-6512
定時株主総会開催予定日 平成22年1月28日 配当支払開始予定日 平成22年1月29日
有価証券報告書提出予定日 平成22年1月28日

1.  21年10月期の連結業績（平成20年11月1日～平成21年10月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年10月期 36,304 △23.6 1,585 △35.5 1,686 △35.5 993 △27.2
20年10月期 47,542 △6.4 2,456 0.5 2,613 2.3 1,365 0.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年10月期 99.53 ― 5.7 6.1 4.4
20年10月期 136.80 ― 8.1 8.5 5.2
（参考） 持分法投資損益 21年10月期  ―百万円 20年10月期  ―百万円

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 26,412 17,921 66.8 1,767.97
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  17,642百万円 20年10月期  17,155百万円

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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年10月期 3,644 △88 △750 4,447
20年10月期 3,965 △644 △3,419 1,711

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年10月期 ― ― ― 35.00 35.00 349 25.6 2.1
21年10月期 ― ― ― 30.00 30.00 299 30.1 1.7
22年10月期 

（予想） ― ― ― 30.00 30.00 27.2

3.  22年10月期の連結業績予想（平成21年11月1日～平成22年10月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

20,500 3.4 1,130 △17.6 1,130 △24.7 730 △12.9 73.15

通期 39,500 8.8 1,730 9.1 1,750 3.7 1,100 10.7 110.23
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注)詳細は、18ページ４．【連結財務諸表】(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、23ページ「１株当たり情報」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 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  554,298株 20年10月期  554,248株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年10月期の個別業績（平成20年11月1日～平成21年10月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年10月期 33,925 △21.6 1,340 △31.2 1,616 △27.9 971 △19.5
20年10月期 43,297 △5.8 1,947 △0.3 2,241 5.9 1,207 10.9

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭

21年10月期 97.36 ―
20年10月期 121.00 ―

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 23,597 16,534 70.1 1,656.99
20年10月期 25,344 15,874 62.6 1,590.75
（参考） 自己資本 21年10月期  16,534百万円 20年10月期  15,874百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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仮定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「1.経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
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１．経 営 成 績 

 

（１）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

・全体成績 

 当連結会計年度のわが国経済は、世界的な金融・経済危機が深刻化する中で未曾有の

減退を余儀なくされ、生産水準を始めとするあらゆる面で低迷色が極めて濃厚となりま

した。平成 21 年の春先以降においては在庫調整の進展や輸出の持ち直しなどを受けて、

景気の自律的回復の可能性を試す動きが見られ始めましたが、個人消費の不振は続き、

また本来回復の牽引役となるべき設備投資も萎縮状態を脱するには至りませんでした。 

 こうした情勢の下、当連結会計年度における当社グループの売上高は前年度比 23.6％

減の 36,304 百万円、経常利益は前年度比 35.5％減の 1,686 百万円、当期純利益は前年

度比 27.2％減の 993 百万円となりました。 

・機械製造販売事業 

  機械製造販売事業では、ポーランドの化学工業向け大型機械や中国の砥粒回収装置向

け機械の出荷と、国内外の部品・修理売上が堅調でしたが、国内向けの機械販売が官需

を中心に低迷したことから、全体の連結売上高は前年度比 4.8％減の 11,950 百万円とな

りました。また原価低減と経費削減に努めましたものの、売上高の減少を主因として、

事業全体の同営業利益も前年度比 14.1％減の 836 百万円となりました。 

・化学工業製品販売事業 

  化学工業製品販売事業では、半導体や自動車関連向けを中心に期初より電子材料分野

と機能材料分野の不振が際立ちましたが、こうした分野でも、年度後半には需要底打ち

の傾向が見られ始めました。しかし、これらの売上高の回復は勢いを得るまでには至ら

ず、また内外の合成樹脂分野においては終始販売の低迷が続いたため、事業全体で見た

連結売上高は前年度比 30.4％減の 24,353 百万円となりました。また経費削減に努めま

したが、売上高の減少により全体の同営業利益も前年度比 49.5％減の 748 百万円とな

りました。 

  ②次期の見通し 

   第 81 期（平成 22 年 10 月期）の日本経済は、引き続き景気の自律的回復の道を探る

推移になると見られます。しかし一方には、雇用者数と所得の伸び悩みや円高の影響

などの不安材料があり、その先行きは依然として予断を許しません。このような中で

機械製造販売事業では、国内の機械ならびに部品・修理売上が停滞を強いられるもの

の、中国の砥粒回収装置や塩ビプラント向けの機械販売が増加すると見込まれること

から、事業全体で年度の売上高 12,560 百万円（前年度比 5.1％増）と同営業利益 850

百万円(前年度比 1.6％増)を予定します。また化学工業製品販売事業でも、世界需要の

緩やかな回復を前提とした上で、電子材料分野や工業材料分野、化成品分野での増収、
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増益を見込み、事業全体の年度売上高 26,940 百万円（前年度比 10.6％増）と同営業利

益 880 百万円（前年度比 17.5％増）を予定します。 

   これらの結果、第 81 期に係る当社グループ全体の連結売上高は、前年度比 8.8％増

の 39,500 百万円、同営業利益は前年度比 9.1％増の 1,730 百万円、また同経常利益は

前年度比 3.7％増の 1,750 百万円になると予想します。 

   尚、上記の次期業績見通しは、現時点における経営諸情報に基づくものであり、内

外の景気動向や需給バランス他予測できない状況の変化により、実際の業績がこれら

見通しと異なったものになる可能性があります。 

 

（２）財政状態に関する分析 

  ①資産、負債および純資産の状況 

   当連結会計年度末の資産は、主に売掛債権と棚卸資産の減少によって流動資産が

2,399 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 347

百万円減少したため、全体で前連結会計年度末対比 2,746 百万円（9.4％）減の 26,412

百万円となりました。一方負債は、主に買掛債務、短期借入金、賞与引当金ならびに

未払法人税等の減少により、前連結会計年度末対比で 3,202 百万円（27.4％）減少し

8,490 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 455 百万円（2.6％）増加して 17,921 百万円となりました。これ

らの結果、当連結会計年度末の自己資本比率は前連結会計年度末と比較して 8.0 ポイン

ト上昇し、66.8％となっています。 

  ②キャッシュ・フローの状況 

   当連結会計年度末の現金および現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて

2,736 百万円増加して 4,447 百万円となりました。ここに至る当連結会計年度中の各キ

ャシュ・フローの状況とそ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 

   税金等調整前当期純利益が 1,642 百万円となったことに加えて、売上高の減少によ

って売掛債権と棚卸資産が減少したことから、3,644 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額 246 百万円が、定期預金の払戻額や差入保証金の返還額等を

上回ったことなどから、88 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・短期借入金の返済などから 750 百万円の支出となりました。 

   尚、キャッシュ・フロー関連指標の推移は以下のとおりとなっています。 
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平成１７年
１０月期

平成１８年
１０月期

平成１９年
１０月期

平成２０年
１０月期

平成２１年
１０月期

自己資本比率(%) 52.7 54.0 51.8 58.8 66.8

時価ベースの
自己資本比率(%)

63.9 53.8 47.4 30.9 51.8

キャッシュ・フロー
対有利子負債比率 5.9 2.5 － 0.3 0.2

インタレスト・カ
バレッジ・レシオ

9.4 13.5 － 86.9 88.8
 

 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注 1）各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

（注 2）株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除

後）により算出しております。 

（注 3）営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活

動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、

連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている

すべての負債を対象にしています。また、利払いについては、連結

キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。 

（注 4）平成 19 年 10 月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率、インタ

レスト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フロー

がマイナスのため記載しておりません。 

 

（３）利益処分に関する基本方針および当期・次期の配当 

   当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題のひとつに位置付けており、

その姿勢を明確にするために、「連結配当性向 25％以上を目処とし、業績および経営基

盤の強化等を総合的に勘案して安定的な配当を実施する」ことを基本方針としており

ます。 

   平成 21 年 10 月期の配当につきましてはこの方針の下、通期の業績と財務状況等を

勘案し、前期対比では 5 円の減配となる 1 株当たり 30 円として、配当案を平成 22 年

1 月開催予定の第 80 回定時株主総会に上程する予定です。 

   また、平成 22 年 10 月期の配当につきましては、同じく同期の通期業績見通し等を

勘案の上、平成 21 年 10 月期と同額の 1 株当たり 30 円とさせて頂く予定です。 
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（４）事業等のリスク 

   当社グループの事業等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼ

す可能性があると考えられる主な事項を以下に記載しております。本項には将来に関

する事項も含まれますが、これら事項も当連結会計年度末において判断したものです。 

①経営成績の季節的変動 

 当社グループの業績は、第 2 四半期に偏る傾向があります。機械製造販売事業につ

いては官公需向け売上高が事業全体の売上高に占める割合が比較的高く、かつこうし

た売上は公共予算執行等の関係から当社の第 2 四半期に集中するきらいがあります。

但し当社グループ全体の売上高で見ると、季節性が少ない化学工業製品販売事業のそ

れが全体に占める比率が高いため、季節的変動はより緩やかな傾向を示します。 

 一方営業利益では、固定費の発生が全期間に亘ってほぼ均等であることから、機械

製造販売事業の売上高が集中する第 2 四半期に特に高まる傾向があります。 

②為替変動による影響 

 当社グループの事業には外貨による輸出・輸入取引があり、これらに対しては為替

の変動により円換算後の価額に影響が及びます。当社グループは先物予約などによる

ヘッジを行ない、為替リスクを 小限に止める努力をしておりますが、こうした影響

は当社グループの経営成績および財務状態にも波及する可能性があります。また、当

社グループは海外に現地法人を有していることから、一部で外貨建ての財務諸表を作

成しておりますが、これらを円貨に換算するに際しても為替レートの変動に伴う評価

リスクの発生が考えられます。 

③海外活動に潜在するリスク 

 当社グループは、中国、東南アジア諸国を始めとして広く海外で事業活動を行なっ

ていることから、現地の情勢把握には細心の注意を払い、これらに適時適切に対処し

て行く方針にあります。しかし、現地の政情、行政、法規制、税制、習慣等々に起因

する不測の事態発生により、当社グループの経営成績および財政状況が影響を受ける

可能性があります。 

④製・商品の品質に係るリスク 

 当社グループの製品は、組織的な品質管理体制により細心の注意を以って製造され

ておりますが、開発的傾向の強い製品に関して、または予見できない不具合等の発生

によって、補修や代替等のコストが生じる可能性があります。また輸入原材料に関し

ては、当社グループが製造に携わらない商材が多いことから、これらに当社グループ

が直接制御できない瑕疵が発生し、商材の販売停止や回収の義務が生じる可能性があ

ります。こうした製・商品の品質に係るリスクに対しては迅速適切に対応いたします

が、その結果として当社グループの経営成績ならびに財務状態が影響を受けることに

なる可能性があります。 
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⑤新規の投資に係るリスク 

 当社グループは、常により付加価値が高いビジネスの展開を図っております。こう

した展開のためには、時として積極的な投資や商権の買収などの施策を具体化する必

要がありますが、これら施策は従来の事業リスクとは異なった高いリスクを内包する

場合も考えられます。斯かる新たなリスクに対しては十分な事前検討の態勢整備を以

って適切に対応いたしますが、その結果として当社グループの経営成績および財政状

態が影響を受けることとなる可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

  当社グループは、当社および子会社９社で構成され、主として遠心分離機等の製造・販売および化
学工業製品等の仕入・販売に関連する事業を営んでおります。 
 当社グループの事業に係る位置付けは、次のとおりであります。また、事業の種類別セグメントと
事業区分は同一であります。なお、「その他の事業」には連結会社が含まれないため、事業の種類別
セグメントには記載しておりません。 

   機 械 製 造 販 売 事 業…当社は遠心分離機の製造・販売を行い、子会社巴機械サービス㈱は遠心
分離機のアフターサービスおよび部品の販売を行っており、子会社巴マ
シナリー㈱は遠心分離機の部品の板金加工および機械加工を行っており
ます。子会社巴栄工業機械(上海)有限公司は、中国における遠心分離機
の製造・販売とアフターサービスを行っております。 

   化学工業製品販売事業…子会社星際塑料(深圳)有限公司および子会社星科工程塑料(深圳)有限公
司は合成樹脂原料の着色加工やコンパウンド加工を行っております。子
会社星際化工有限公司は子会社星際塑料(深圳)有限公司の出資会社であ
り、その仕入・販売窓口であります。子会社巴工業(香港)有限公司は、
中国における当社グループの営業活動の中核として機能しております。
また、子会社巴ワイン・アンド・スピリッツ㈱は当社が輸入した洋酒類
の販売を行っております。 

   そ の 他 の 事 業…子会社巴物流㈱は当社の物流の窓口として商品の発送や在庫の管理を
行っております。 

   事業の系統図は次のとおりであります。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

得　　　　　　　　　　　　　　　　意　　　　　　　　　　　　　　　　先

物
流

業
務
委
託

部
品
仕
入

部
品
販
売

ア
フ
タ
ー

サ
ー

ビ
ス

部
品
販
売

製
・
商
品
販
売

商
品
販
売

製
品
販
売◎巴栄工業機械(上海)

　有限公司 （子会社）

 当社製品の生産・販売および
アフターサービス

商
品
販
売

納
入
製
品
の

保
守
･
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

巴ワイン･アンド･
 スピリッツ㈱ （子会社）

輸入洋酒類の販売

◎巴工業(香港)有限公司
（子会社）

化学工業製品の仕入･販売

◎星際化工有限公司
（子会社）

合成樹脂原料等の仕入・販売

商
品
販
売

巴物流㈱
（子会社）

当社商品の
物流業務

巴　　　工　　　業　　　株　　　式　　　会　　　社

化　学　工　業　製　品　販　売機  械  製  造  販  売

◎巴マシナリー㈱
（子会社）

板金加工、機械加工

◎巴機械サービス㈱
（子会社）

 当社製品のアフターサービス
 部品販売

部
品
販
売

生
産
委
託

納
入
製
品
の
保
守
・

メ
ン
テ
ナ
ン
ス

◎星際塑料(深)
　有限公司 （子会社）

   合成樹脂の着色加工
   コンパウンド

製
品

販
売

原
料

仕
入

商
品

仕
入

商
品

販
売

製
品

販
売

商
品
仕
入

商
品
販
売

原
料

仕
入

◎星科工程塑料(深)
　有限公司 （子会社）

   合成樹脂の着色加工
   コンパウンド

商
品
仕
入

ア
フ
タ
ー

サ
ー

ビ
ス

製
品
販
売

(注) ◎は連結子会社であります 
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３．経 営 方 針 

 

（１）経営の基本方針 

 当社は創造と創業の心を以って会社を成長、発展させ、会社に関連する全ての人々

の豊かな未来を築くとともに、お客さまに高い技術と優れた商品を提供し社会に貢献

することを経営理念とし、固液分離技術を中心とする機械の製造販売と特色ある化学

工業原材料の輸入販売を行ってまいります。 

 

（２）目標とする経営指標 

   当社は遠心分離機を中心とした分離機器・装置を製造販売する機械製造販売事業と、

輸入原材料を中心とする特質ある商材を販売する専門商社としての化学工業製品販売

事業という、特色ある二つの事業で構成されています。当社は単に製・商品の販売拡

大を目指すのではなく、特異な技術を必要とする製品の開発・販売、限られたマーケ

ットにあっても特色があり専門知識を必要とする付加価値の高い商材の取扱を常に心

掛けており、これらを達成して行くために収益力の向上を最大の経営目標としていま

す。またこのための経営指標としては、企業収益力の絶対額と増減が端的に表れる経

常利益を最優先にしています。 

 

（３）中期的な経営戦略 

   当社の中・長期的な経営戦略は、機械製造販売事業については新しい製・商品の開

発とコストの削減および海外市場の開拓であり、化学工業製品販売事業については特

色ある新商材の発掘と中国ビジネスの充実であります。 

   この基本戦略の新たな展開に向けて、コアビジネスの増強を目指す「継続」の基軸

と、将来に亘る飛躍への取り組みを狙った「革新」の基軸を共に盛り込み、平成 20 年

2 月に第 8 回中期経営計画「TIP10」（平成 20 年 10 月期～平成 22 年 10 月期）を策定

いたしました。 

   またこの間、経済状況と経営環境の未曾有の激変に見舞われることになったことか

ら、平成 21 年 2 月には、視点を変えた市場戦略となる「特定業種の攻略」策と収益力

強化策の追加によって「TIP10」の補強を図り、その継続的な推進に傾注することとい

たしました。中期経営計画「TIP10」の最終年度となる平成 22 年 10 月期の業績見通

しは、経済情勢の激変等に伴って当初計画水準から乖離することとなりますが、同計

画とその補強策の中に謳った具体的な営業施策の推進によって、確固たる業績基盤の

構築に努めてまいります。 
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（４）会社の対処すべき課題 

   当社グループは、その両輪である機械製造販売事業部門と化学工業製品販売事業部

門における安定的な収益力の向上とコーポレートガバナンスおよびコンプライアンス

の充実・強化を引き続き主要な課題として、これらに取り組んでまいります。 

   機械製造販売事業では、主力製品である遠心分離機の性能向上と省エネルギー化を

一層推進するとともに、遠心分離機以外の新製品の開発・市場投入にも注力します。

海外マーケットについては、中国を中心とするアジア地区とともに米国の市場開拓に

一層努めてまいります。また、第 8 回中期経営計画「TIP10」の「革新」テーマとして

取り組んでおります、CO2 の削減を目指した汚泥・産業廃棄物の燃料化にも注力いた

します。 

   化学工業製品販売事業では、コア事業の強化と先端分野への取り組みを推し進め、

高付加価値商品の継続的な開発とその市場への投入により収益体質を強化してまいり

ます。中国華南市場については、本社と香港・深圳現法との連携を一層強化すること

により、収益拡大の基盤を築きます。また、第 8 回中期経営計画「TIP10」の「革新」

テーマとしていますナノ関連ビジネスにも継続して取り組んでまいります。 

   当社は遵法経営の徹底と企業倫理の向上のため、「企業倫理委員会」を設置するなど

コーポレートガバナンスやコンプライアンスの充実に努めており、今後もこの努力を

継続します。金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制につきましても今後の

継続と改善に傾注します。 
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成20年10月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,811,434 4,447,793

受取手形及び売掛金 15,651,542 11,995,465

たな卸資産 5,472,066 －

商品及び製品 － 2,591,153

仕掛品 － 914,572

原材料及び貯蔵品 － 787,926

繰延税金資産 628,526 398,437

その他 426,276 356,812

貸倒引当金 △133,061 △34,896

流動資産合計 23,856,785 21,457,266

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,508,379 2,522,652

減価償却累計額 △1,355,419 △1,433,070

建物及び構築物（純額） 1,152,960 1,089,581

機械装置及び運搬具 3,388,940 3,400,759

減価償却累計額 △2,331,611 △2,482,626

機械装置及び運搬具（純額） 1,057,328 918,132

土地 970,253 970,253

リース資産 － 88,451

減価償却累計額 － △29,614

リース資産（純額） － 58,837

その他 1,015,170 956,862

減価償却累計額 △822,301 △869,884

その他（純額） 192,869 86,978

有形固定資産合計 3,373,412 3,123,783

無形固定資産 22,064 48,713

投資その他の資産   

投資有価証券 880,003 903,416

差入保証金 476,639 410,359

繰延税金資産 34,023 53,522

デリバティブ債権 22,522 －

その他 563,610 506,668

貸倒引当金 △69,729 △91,282

投資その他の資産合計 1,907,070 1,782,685

固定資産合計 5,302,547 4,955,182

資産合計 29,159,333 26,412,448
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成20年10月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,177,796 5,430,683

短期借入金 1,054,069 692,481

リース債務 － 28,107

未払金 550,233 427,104

未払法人税等 647,878 53,760

前受金 291,376 243,984

賞与引当金 1,135,803 791,939

役員賞与引当金 64,806 48,470

製品補償損失引当金 175,261 154,997

その他 217,108 294,512

流動負債合計 11,314,334 8,166,042

固定負債   

長期借入金 85,000 －

リース債務 － 46,686

退職給付引当金 31,958 29,034

役員退職慰労引当金 257,780 142,760

繰延税金負債 4,514 50,901

デリバティブ債務 － 55,478

固定負債合計 379,253 324,861

負債合計 11,693,588 8,490,904

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 14,913,596 15,557,577

自己株式 △363,003 △363,045

株主資本合計 17,095,213 17,739,152

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,188 77,749

繰延ヘッジ損益 26,115 △712

為替換算調整勘定 21,748 △173,790

評価・換算差額等合計 60,052 △96,753

少数株主持分 310,478 279,145

純資産合計 17,465,744 17,921,544

負債純資産合計 29,159,333 26,412,448
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年11月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 47,542,836 36,304,727

売上原価 38,329,506 28,790,924

売上総利益 9,213,330 7,513,803

販売費及び一般管理費 6,757,121 5,928,589

営業利益 2,456,209 1,585,213

営業外収益   

受取利息 11,805 1,817

受取配当金 55,114 47,221

受取賃貸料 25,311 25,111

為替差益 78,849 58,054

その他 102,948 65,292

営業外収益合計 274,030 197,497

営業外費用   

支払利息 63,949 20,618

手形売却損 11,843 3,893

支払手数料 23,024 9,975

デリバティブ評価損 － 43,901

その他 17,886 17,488

営業外費用合計 116,703 95,878

経常利益 2,613,535 1,686,832

特別利益   

投資有価証券売却益 － 3,225

出資金売却益 5,627 －

貸倒引当金戻入額 32,254 51,707

特別利益合計 37,881 54,932

特別損失   

固定資産売却損 2,959 113

固定資産除却損 9,768 4,709

投資有価証券売却損 116 6,039

投資有価証券評価損 29,331 83,716

出資金評価損 7,115 －

会員権評価損 3,300 2,598

貸倒引当金繰入額 11,337 1,988

特別損失合計 63,929 99,165

税金等調整前当期純利益 2,587,487 1,642,599

法人税、住民税及び事業税 1,162,491 401,136

法人税等調整額 11,219 232,869

法人税等合計 1,173,711 634,005

少数株主利益 48,647 15,349

当期純利益 1,365,128 993,244
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年11月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年10月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,061,210 1,061,210

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,061,210 1,061,210

資本剰余金   

前期末残高 1,483,410 1,483,410

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,483,410 1,483,410

利益剰余金   

前期末残高 13,897,737 14,913,596

当期変動額   

剰余金の配当 △349,269 △349,263

当期純利益 1,365,128 993,244

当期変動額合計 1,015,859 643,981

当期末残高 14,913,596 15,557,577

自己株式   

前期末残高 △362,815 △363,003

当期変動額   

自己株式の取得 △188 △42

当期変動額合計 △188 △42

当期末残高 △363,003 △363,045

株主資本合計   

前期末残高 16,079,542 17,095,213

当期変動額   

剰余金の配当 △349,269 △349,263

当期純利益 1,365,128 993,244

自己株式の取得 △188 △42

当期変動額合計 1,015,671 643,938

当期末残高 17,095,213 17,739,152
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年11月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年10月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 436,288 12,188

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △424,100 65,561

当期変動額合計 △424,100 65,561

当期末残高 12,188 77,749

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 218,722 26,115

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △192,606 △26,828

当期変動額合計 △192,606 △26,828

当期末残高 26,115 △712

為替換算調整勘定   

前期末残高 19,084 21,748

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,664 △195,539

当期変動額合計 2,664 △195,539

当期末残高 21,748 △173,790

評価・換算差額等合計   

前期末残高 674,095 60,052

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △614,042 △156,806

当期変動額合計 △614,042 △156,806

当期末残高 60,052 △96,753

少数株主持分   

前期末残高 197,617 310,478

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 112,861 △31,333

当期変動額合計 112,861 △31,333

当期末残高 310,478 279,145

純資産合計   

前期末残高 16,951,254 17,465,744

当期変動額   

剰余金の配当 △349,269 △349,263

当期純利益 1,365,128 993,244

自己株式の取得 △188 △42

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △501,181 △188,139

当期変動額合計 514,489 455,799

当期末残高 17,465,744 17,921,544
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年11月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年10月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 2,587,487 1,642,599

減価償却費 385,220 507,424

賞与引当金の増減額（△は減少） 33,548 △341,878

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,293 △16,335

製品補償損失引当金の増減額（△は減少） △61,364 △20,263

退職給付引当金の増減額（△は減少） △479 △2,924

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 43,320 △115,020

貸倒引当金の増減額（△は減少） 35,922 △76,611

受取利息及び受取配当金 △66,920 △49,039

支払利息 63,949 20,618

為替差損益（△は益） 23,634 9,361

投資有価証券評価損益（△は益） 29,331 83,716

デリバティブ評価損益（△は益） － 43,901

出資金評価損 7,115 －

出資金売却損益(△は益) △5,627 －

投資有価証券売却損益（△は益） 116 2,814

固定資産売却損益（△は益） 2,959 113

固定資産除却損 9,768 4,709

会員権評価損 3,300 2,598

売上債権の増減額（△は増加） 3,018,751 3,368,580

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,237,525 1,014,662

仕入債務の増減額（△は減少） 125,327 △1,534,956

未払金の増減額（△は減少） △116,925 △69,016

前受金の増減額（△は減少） 142,409 △43,463

未払消費税等の増減額（△は減少） △8,827 117,215

その他 31,991 300,261

小計 5,043,191 4,849,071

利息及び配当金の受取額 59,310 50,273

利息の支払額 △45,661 △41,028

法人税等の支払額 △1,091,032 △1,214,047

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,965,808 3,644,268
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年11月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年10月31日) 

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

有形固定資産の取得による支出 △644,223 △246,733

有形固定資産の売却による収入 1,580 806

無形固定資産の取得による支出 △9,796 △15,323

投資有価証券の取得による支出 △16,531 △14,170

投資有価証券の売却による収入 283 11,795

貸付金の回収による収入 30,201 10,872

貸付けによる支出 △3,680 △1,160

差入保証金の増減額（△は増加） △69,201 55,119

その他 66,677 10,121

投資活動によるキャッシュ・フロー △644,689 △88,671

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） △2,957,753 △239,857

リース債務の返済による支出 － △38,659

長期借入れによる収入 85,000 －

長期借入金の返済による支出 △240,000 △115,000

自己株式の取得による支出 △188 △42

少数株主からの払込みによる収入 50,080 －

配当金の支払額 △349,269 △349,263

少数株主への配当金の支払額 △7,781 △7,315

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,419,911 △750,137

現金及び現金同等物に係る換算差額 △63,668 △69,100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △162,461 2,736,358

現金及び現金同等物の期首残高 1,873,895 1,711,434

現金及び現金同等物の期末残高 1,711,434 4,447,793
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(5)【継続企業の前提に関する注記】

該当事項はありません。

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【会計方針の変更】

当連結会計年度
(自 平成20年11月１日至 平成21年10月31日)

(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)を当連結会計年度から適用し、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、この変更に伴う当連
結会計年度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。

(2)リース取引に関する会計基準の適用
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)を当連結会計年度から適用し、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、この変更に伴う当連結会計年度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)を当連結会計
年度から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。なお、この変更に伴う当連結会計年度の損益に与え
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。

【表示方法の変更】

当連結会計年度
(自 平成20年11月１日至 平成21年10月31日)

(連結貸借対照表)
 財務諸表等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)が適用となることに伴い、前連
結会計年度において、「たな卸資産」として掲記されたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛
品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品
及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ3,285百万円、1,527百万円、658百万円であります。

【追加情報】

当連結会計年度
(自 平成20年11月１日至 平成21年10月31日)

(減価償却費)
 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、この変更に伴う当連結会計年度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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(セグメント情報) 

前連結会計年度(自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31日) 
  

 
(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) 当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 2,691,438千円であ

り、その主なものは、親会社での余資運用資金(預金)、長期投資資金(投資有価証券)であります。 

３ 当連結会計年度から、法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却方法の適用により取得価額の5%に到達した連結会計年度の翌連結会計年

度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上し

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。 

  

(7)【連結財務諸表に関する注記事項】

  事業の種類別セグメント情報

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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 12,547,664 34,995,172 47,542,836 － 47,542,836

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － －

計 12,547,664 34,995,172 47,542,836 － 47,542,836

営業費用 11,574,200 33,512,427 45,086,627 － 45,086,627

営業利益 973,464 1,482,745 2,456,209 － 2,456,209

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損
失及び資本的支出

資産 10,145,637 16,322,257 26,467,894 2,691,438 29,159,333

減価償却費 297,403 87,816 385,220 － 385,220

減損損失 － － － － －

資本的支出 275,064 325,348 600,412 － 600,412
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当連結会計年度(自 平成20年11月１日 至 平成21年10月31日) 
  

 
(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) 当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 5,351,209千円であ

り、その主なものは、親会社での余資運用資金(預金)、長期投資資金(投資有価証券)であります。 

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)を当連結会計年度から適用し、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)を当連結会計年度から適用し、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)を当連結会

計年度から適用し、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 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」「追加情報」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。 

  

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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 11,950,908 24,353,818 36,304,727 － 36,304,727

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － －

計 11,950,908 24,353,818 36,304,727 － 36,304,727

営業費用 11,114,614 23,604,899 34,719,513 － 34,719,513

営業利益 836,294 748,919 1,585,213 － 1,585,213

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損
失及び資本的支出

資産 7,804,364 13,256,874 21,061,238 5,351,209 26,412,448

減価償却費 329,649 177,774 507,424 － 507,424

減損損失 － － － － －

資本的支出 254,102 91,473 345,575 － 345,575
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前連結会計年度(自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31日) 

  

 
(注) １ アジアに属する国は中国、韓国、インドネシアの３ヶ国です。 

２ 当連結会計年度末における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は2,691,438千円であ

り、その主なものは、親会社での余資運用資金(預金)、長期投資資金(投資有価証券)であります。 

３ 当連結会計年度から、法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却方法の適用により取得価額の5%に到達した連結会計年度の翌連結会計年

度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上し

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。 

  

当連結会計年度(自 平成20年11月１日 至 平成21年10月31日) 

  

 
(注) １ アジアに属する国は中国、韓国、インドネシアの３ヶ国です。 

２ 当連結会計年度末における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は5,351,209千円であ

り、その主なものは、親会社での余資運用資金(預金)、長期投資資金(投資有価証券)であります。 

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)を当連結会計年度から適用し、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。 

  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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 42,465,516 5,077,319 47,542,836 － 47,542,836

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

398,213 115,939 514,153 (514,153) －

計 42,863,730 5,193,259 48,056,990 (514,153) 47,542,836

営業費用 40,577,370 5,025,452 45,602,822 (516,194) 45,086,627

営業利益 2,286,360 167,807 2,454,167 2,041 2,456,209

Ⅱ 資産 23,194,597 3,606,426 26,801,023 2,358,309 29,159,333

日本(千円) アジア(千円) 計(千円)
消去又は全社 

(千円)
連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 33,547,196 2,757,530 36,304,727 － 36,304,727

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

362,241 151,072 513,313 (513,313) －

計 33,909,437 2,908,603 36,818,041 (513,313) 36,304,727

営業費用 32,312,927 2,916,644 35,229,571 (510,057) 34,719,513

営業利益 1,596,510 △8,040 1,588,469 (3,256) 1,585,213

Ⅱ 資産 19,034,683 2,238,833 21,273,516 5,138,932 26,412,448
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 (2)リース取引に関する会計基準の適用 

  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)を当連結会計年度から適用し、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)を当連結会

計年度から適用し、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 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」「追加情報」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。 

  

前連結会計年度(自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31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。 

  

当連結会計年度(自 平成20年11月１日 至 平成21年10月31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。 

  

  海外売上高

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 9,091,954 1,325,226 10,417,181

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 47,542,836

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合(％)

19.1 2.8 21.9

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 6,965,307 1,994,390 8,959,698

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 36,304,727

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合(％)

19.2 5.5 24.7
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（注1） 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
   

（注2） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

該当事項はありません。 

  

   (開示の省略) 

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書に関

する注記事項等、および、リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ

取引、退職給付、ストックオプション等、企業結合等に関する注記事項については、決算短信におけ

る開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年11月１日
至 平成21年10月31日)

 ① １株当たり純資産額 1,719円15銭 ① １株当たり純資産額 1,767円97銭

 ② １株当たり当期純利益 136円80銭 ② １株当たり当期純利益 99円53銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式がないため、記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式がないため、記載しておりません。

項目
前連結会計年度

(平成20年10月31日)
当連結会計年度

(平成21年10月31日)

純資産の部の合計額（千円） 17,465,744 17,921,544

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 310,478 279,145

（うち少数株主持分）     (310,478)     (279,145)

普通株式に係る純資産額（千円） 17,155,266 17,642,398

1株当たり純資産額の算定に用いられた当連結会計年

度末の普通株式の数（株）
9,978,952 9,978,902

項目
前連結会計年度

(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年11月１日
至 平成21年10月31日)

当期純利益(千円) 1,365,128 993,244

普通株式に係る当期純利益(千円) 1,365,128 993,244

普通株式の期中平均株式数(株) 9,979,000 9,978,921

(重要な後発事象)
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

第79期 
(平成20年10月31日) 

第80期 
(平成21年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 871,788 3,236,812

受取手形 3,941,182 3,105,418

売掛金 10,304,814 8,149,647

商品 1,927,885 －

製品 149,442 －

商品及び製品 － 1,722,880

原材料 553,737 －

仕掛品 1,404,235 828,102

貯蔵品 23,997 －

原材料及び貯蔵品 － 732,453

前渡金 40,008 53,504

前払費用 92,759 75,068

未収入金 270,163 201,813

短期貸付金 39,802 29,621

繰延税金資産 611,959 380,761

その他 30,208 19,192

貸倒引当金 △133,771 △35,093

流動資産合計 20,128,214 18,500,184

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,076,342 2,081,019

減価償却累計額 △1,037,214 △1,107,512

建物（純額） 1,039,127 973,506

構築物 146,549 146,549

減価償却累計額 △113,911 △119,605

構築物（純額） 32,638 26,944

機械及び装置 2,287,841 2,328,842

減価償却累計額 △1,786,837 △1,880,437

機械及び装置（純額） 501,003 448,405

車両運搬具 46,937 39,437

減価償却累計額 △45,059 △38,254

車両運搬具（純額） 1,877 1,183

工具、器具及び備品 810,647 832,858

減価償却累計額 △729,274 △775,530

工具、器具及び備品（純額） 81,373 57,328

土地 925,882 925,882

リース資産 － 85,463

減価償却累計額 － △28,717

リース資産（純額） － 56,746

建設仮勘定 － 6,518

有形固定資産合計 2,581,902 2,496,514
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(単位：千円)

第79期 
(平成20年10月31日) 

第80期 
(平成21年10月31日) 

無形固定資産   

ソフトウエア 12,937 10,383

リース資産 － 14,630

ソフトウエア仮勘定 － 14,718

電話加入権 8,165 8,165

無形固定資産合計 21,103 47,898

投資その他の資産   

投資有価証券 828,503 851,916

関係会社株式 483,765 483,765

関係会社出資金 371,395 371,395

長期貸付金 413 －

従業員に対する長期貸付金 5,652 4,489

破産更生債権等 22,605 42,175

前払年金費用 479,198 419,892

差入保証金 386,385 391,156

デリバティブ債権 22,522 －

その他 82,720 79,589

貸倒引当金 △69,729 △91,282

投資その他の資産合計 2,613,432 2,553,098

固定資産合計 5,216,438 5,097,511

資産合計 25,344,653 23,597,696

負債の部   

流動負債   

支払手形 789,310 714,942

買掛金 5,263,320 4,194,574

短期借入金 240,000 －

1年内返済予定の長期借入金 90,000 －

リース債務 － 27,210

未払金 540,472 379,869

未払法人税等 570,776 25,542

未払事業所税 8,502 8,083

未払消費税等 － 102,063

賞与引当金 1,038,742 707,034

役員賞与引当金 63,948 46,091

製品補償損失引当金 175,261 154,997

未払費用 154 15

前受金 289,966 240,936

預り金 58,959 82,798

預り保証金 74,325 78,388

流動負債合計 9,203,737 6,762,549

固定負債   

リース債務 － 45,491

退職給付引当金 4,863 5,743
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(単位：千円)

第79期 
(平成20年10月31日) 

第80期 
(平成21年10月31日) 

役員退職慰労引当金 257,780 142,760

繰延税金負債 4,266 50,699

デリバティブ債務 － 55,478

固定負債合計 266,909 300,172

負債合計 9,470,647 7,062,721

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,061,210 1,061,210

資本剰余金   

資本準備金 1,483,410 1,483,410

資本剰余金合計 1,483,410 1,483,410

利益剰余金   

利益準備金 230,000 230,000

その他利益剰余金   

配当引当積立金 250,000 250,000

固定資産圧縮積立金 28,175 26,720

別途積立金 11,500,000 12,400,000

繰越利益剰余金 1,645,908 1,369,642

利益剰余金合計 13,654,084 14,276,362

自己株式 △363,003 △363,045

株主資本合計 15,835,700 16,457,936

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,188 77,749

繰延ヘッジ損益 26,115 △712

評価・換算差額等合計 38,304 77,037

純資産合計 15,874,005 16,534,974

負債純資産合計 25,344,653 23,597,696
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

第79期 
(自 平成19年11月１日 
 至 平成20年10月31日) 

第80期 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高   

製品売上高 12,030,110 11,382,924

商品売上高 31,267,197 22,542,689

売上高合計 43,297,308 33,925,613

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 38,305 149,442

当期製品製造原価 8,474,503 7,997,336

合計 8,512,808 8,146,778

製品期末たな卸高 149,442 18,363

製品売上原価 8,363,366 8,128,415

商品売上原価   

商品期首たな卸高 2,084,509 1,927,885

当期商品仕入高 26,716,460 18,859,776

合計 28,800,970 20,787,662

商品期末たな卸高 1,927,885 1,704,516

商品売上原価 26,873,085 19,083,145

売上原価合計 35,236,451 27,211,560

売上総利益 8,060,856 6,714,052

販売費及び一般管理費 6,113,411 5,373,448

営業利益 1,947,444 1,340,604

営業外収益   

受取利息 10,146 1,583

受取配当金 184,481 167,382

受取賃貸料 80,015 78,074

為替差益 48,107 87,023

その他 75,588 44,777

営業外収益合計 398,340 378,841

営業外費用   

支払利息 24,981 2,805

手形売却損 11,843 3,893

賃貸原価 28,892 27,782

支払手数料 23,024 9,975

デリバティブ評価損 － 43,901

その他 15,377 15,045

営業外費用合計 104,119 103,404

経常利益 2,241,666 1,616,041
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(単位：千円)

第79期 
(自 平成19年11月１日 
 至 平成20年10月31日) 

第80期 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年10月31日) 

特別利益   

出資金売却益 5,627 －

投資有価証券売却益 － 3,225

貸倒引当金戻入額 32,254 52,220

特別利益合計 37,881 55,446

特別損失   

固定資産売却損 2,959 113

固定資産除却損 9,768 3,053

投資有価証券売却損 116 6,039

投資有価証券評価損 29,331 83,716

出資金評価損 7,115 －

会員権評価損 3,300 2,598

貸倒引当金繰入額 11,337 1,988

特別損失合計 63,929 97,509

税引前当期純利益 2,215,618 1,573,978

法人税、住民税及び事業税 1,024,213 348,400

法人税等調整額 △16,049 254,037

法人税等合計 1,008,163 602,437

当期純利益 1,207,455 971,541
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

第79期 
(自 平成19年11月１日 
 至 平成20年10月31日) 

第80期 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年10月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,061,210 1,061,210

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,061,210 1,061,210

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,483,410 1,483,410

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,483,410 1,483,410

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 230,000 230,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 230,000 230,000

その他利益剰余金   

配当引当積立金   

前期末残高 250,000 250,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 250,000 250,000

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 29,722 28,175

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △1,546 △1,455

当期変動額合計 △1,546 △1,455

当期末残高 28,175 26,720

別途積立金   

前期末残高 11,200,000 11,500,000

当期変動額   

別途積立金の積立 300,000 900,000

当期変動額合計 300,000 900,000

当期末残高 11,500,000 12,400,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,086,175 1,645,908

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 1,546 1,455
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(単位：千円)

第79期 
(自 平成19年11月１日 
 至 平成20年10月31日) 

第80期 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年10月31日) 

別途積立金の積立 △300,000 △900,000

剰余金の配当 △349,269 △349,263

当期純利益 1,207,455 971,541

当期変動額合計 559,733 △276,266

当期末残高 1,645,908 1,369,642

利益剰余金合計   

前期末残高 12,795,898 13,654,084

当期変動額   

剰余金の配当 △349,269 △349,263

当期純利益 1,207,455 971,541

当期変動額合計 858,186 622,277

当期末残高 13,654,084 14,276,362

自己株式   

前期末残高 △362,815 △363,003

当期変動額   

自己株式の取得 △188 △42

当期変動額合計 △188 △42

当期末残高 △363,003 △363,045

株主資本合計   

前期末残高 14,977,702 15,835,700

当期変動額   

剰余金の配当 △349,269 △349,263

当期純利益 1,207,455 971,541

自己株式の取得 △188 △42

当期変動額合計 857,998 622,235

当期末残高 15,835,700 16,457,936

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 436,288 12,188

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △424,100 65,561

当期変動額合計 △424,100 65,561

当期末残高 12,188 77,749

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 218,722 26,115

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △192,606 △26,828

当期変動額合計 △192,606 △26,828

当期末残高 26,115 △712
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(単位：千円)

第79期 
(自 平成19年11月１日 
 至 平成20年10月31日) 

第80期 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年10月31日) 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 655,010 38,304

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △616,706 38,733

当期変動額合計 △616,706 38,733

当期末残高 38,304 77,037

純資産合計   

前期末残高 15,632,713 15,874,005

当期変動額   

剰余金の配当 △349,269 △349,263

当期純利益 1,207,455 971,541

自己株式の取得 △188 △42

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △616,706 38,733

当期変動額合計 241,291 660,969

当期末残高 15,874,005 16,534,974
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該当事項は、ありません。 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
２ １株当たり当期純利益 

 
  

(4)【継続企業の前提に関する注記】

(5)【個別財務諸表に関する注記事項】

(１株当たり情報)

第79期
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

第80期
(自 平成20年11月１日
至 平成21年10月31日)

１株当たり純資産額 1,590円75銭 １株当たり純資産額 1,656円99銭

１株当たり当期純利益 121円00銭 １株当たり当期純利益 97円36銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては潜在株式がないため、記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては潜在株式がないため、記載しておりません。

項目
第79期

(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

第80期
(自 平成20年11月１日
至 平成21年10月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 15,874,005 16,534,974

普通株式に係る純資産額(千円) 15,874,005 16,534,974

普通株式の発行済株式数(株) 10,533,200 10,533,200

普通株式の自己株式数(株) 554,248 554,298

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の

数(株)
9,978,952 9,978,902

項目
第79期

(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

第80期
(自 平成20年11月１日
至 平成21年10月31日)

当期純利益(千円) 1,207,455 971,541

普通株式に係る当期純利益(千円) 1,207,455 971,541

普通株式の期中平均株式数(株) 9,979,000 9,978,921
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