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1.  平成22年10月期第1四半期の連結業績（平成21年11月1日～平成22年1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 ％

22年10月期第1四半期 7,955 △16.7 169 △16.0 174 159.2 203 ―

21年10月期第1四半期 9,546 ― 201 ― 67 ― △22 ―

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

22年10月期第1四半期 20.39 ―

21年10月期第1四半期 △2.28 ―

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

22年10月期第1四半期 26,596 17,872 66.1 1,762.46
21年10月期 26,412 17,921 66.8 1,767.97

（参考） 自己資本  22年10月期第1四半期  17,587百万円 21年10月期  17,642百万円

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

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

21年10月期 ― ― ― 30.00 30.00
22年10月期 ―

22年10月期 
（予想）

― ― 30.00 30.00

3.  平成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）

（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

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) 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 

 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。 

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） 22年10月期第1四半期 10,533,200株 21年10月期 10,533,200株

② 期末自己株式数 22年10月期第1四半期 554,328株 21年10月期 554,298株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年10月期第1四半期 9,978,886株 21年10月期第1四半期 9,978,952株
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（１）全 体 業 績 

 当第１四半期連結会計期間のわが国経済は、輸出の持ち直しなどを受けて生産水準が底堅い動きとなっ

た一方で、個人消費は雇用者数や所得の伸び悩み等を背景に停滞を続け、また、デフレ色が強まる中で設

備投資についても好転の兆しが見い出されるには至りませんでした。 

 こうした情勢の下、当第１四半期連結会計期間における当社グループの売上高は、化学工業製品販売事

業の水準が概ね前年並みとなった一方で、機械製造販売事業では海外向け大口案件に係る反動減があった

ため、前年実績を16.7％下回る7,955百万円となりました。これを受けて、連結営業利益も前年同期比

16.0％減の169百万円となりましたが、同経常利益についてはデリバティブ評価損益が改善したことがあ

って、前年同期比159.2％増の174百万円となりました。また同四半期純損益も、投資有価証券売却益等が

加わって前年の22百万円の損失から203百万円の利益に転じました。 

  

（２）機械製造販売事業 

 機械製造販売事業では、前年同期にポーランドの化学工業向け大型機械の出荷があったことの反動など

を受けて、連結売上高が前年同期比53.7％減の1,332百万円となりました。また利益面では、原価率の低

下がプラス材料になったものの、売上高の減少を主因として連結営業損益が前年における41百万円の利益

から129百万円の損失へと転じました。 

  

（３）化学工業製品販売事業 

 化学工業製品販売事業では、半導体関連の需要復調を受けて電子材料分野の売上高が堅調に推移した反

面、工業材料分野や機能材料分野で一部商材の販売が伸び悩み、事業全体の連結売上高は前年同期比微減

（▲0.7％）の6,623百万円となりました。これに対してその利益では、電子材料分野や化成品分野等の相

対的に利益率が高い商材の売上が伸びたことに加えて経費削減の効果もあり、連結営業利益は前年同期比

86.1％増の298百万円となりました。 

  

 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末の資産は、棚卸資産を始めとした流動資産の増加額が、減価償却や投資有

価証券の売却等による固定資産の減少額を上回ったことから、全体で前連結会計年度末（平成21年10月

末）の残高を184百万円（0.7％）上回る26,596百万円となりました。 

 一方負債は、仕入債務や前受金、未払金などの増加額が賞与引当金などの減少額を上回ったことから、

全体で前連結会計年度末対比で233百万円（2.8％）増の8,724百万円となり、また純資産は、配当金の支

払を主因として前連結会計年度末対比で49百万円（0.3％）減少して17,872百万円となりました。 

 これらの結果、当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は、前連結会計年度末と比較して

0.7ポイント低下し、66.1％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１四半期連結会計期間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1,817百万

円減少して2,630百万円となりました。ここに至る当第１四半期連結会計期間中の各キャッシュ・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 

  棚卸資産が1,391百万円の増加となったことに加え、賞与引当金が472百万円減少したことを主因とし

    て、689百万円の支出となりました。 

 ・投資活動によるキャッシュ・フロー 

  定期預金の預入額1,000百万円が投資有価証券の売却額等を上回ったことなどから、835百万円の 

    支出となりました。 

 ・財務活動によるキャッシュ・フロー 

  配当金の支払などにより306百万円の支出となりました。 

  

 

 平成22年10月期の連結業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間、通期ともに平成21年12月10

日公表の業績予想から変更しておりません。 

  
  

  

該当事項はありません。 

  

固定資産の減価償却費の算定方法 

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する方法によっ

ております。 

  

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契

約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用

し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分

について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成

基準を適用しております。 

 なお、当第１四半期連結会計期間においては工事進行基準の適用要件を満たす工事契約が存在しない

ため、損益及びセグメント情報に与える影響はありません。 

  

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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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１四半期連結会計期間末
(平成22年１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21年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,630,205 4,447,793

受取手形及び売掛金 11,700,809 11,995,465

商品及び製品 3,417,309 2,591,153

仕掛品 1,360,047 914,572

原材料及び貯蔵品 928,657 787,926

繰延税金資産 304,706 398,437

その他 380,902 356,812

貸倒引当金 △20,933 △34,896

流動資産合計 21,701,704 21,457,266

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,525,099 2,522,652

減価償却累計額 △1,456,456 △1,433,070

建物及び構築物（純額） 1,068,642 1,089,581

機械装置及び運搬具 3,438,808 3,400,759

減価償却累計額 △2,529,344 △2,482,626

機械装置及び運搬具（純額） 909,463 918,132

土地 970,253 970,253

リース資産 88,451 88,451

減価償却累計額 △35,036 △29,614

リース資産（純額） 53,415 58,837

その他 960,545 956,862

減価償却累計額 △876,707 △869,884

その他（純額） 83,837 86,978

有形固定資産合計 3,085,612 3,123,783

無形固定資産 51,965 48,713

投資その他の資産   

投資有価証券 854,059 903,416

差入保証金 413,101 410,359

繰延税金資産 48,697 53,522

その他 521,467 506,668

貸倒引当金 △79,946 △91,282

投資その他の資産合計 1,757,378 1,782,685

固定資産合計 4,894,956 4,955,182

資産合計 26,596,661 26,412,448
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年１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21年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,882,104 5,430,683

短期借入金 705,615 692,481

リース債務 27,455 28,107

未払金 489,839 427,104

未払法人税等 26,488 53,760

前受金 437,739 243,984

賞与引当金 319,820 791,939

役員賞与引当金 13,876 48,470

製品補償損失引当金 148,180 154,997

その他 311,899 294,512

流動負債合計 8,363,019 8,166,042

固定負債   

リース債務 39,991 46,686

退職給付引当金 31,423 29,034

役員退職慰労引当金 142,760 142,760

繰延税金負債 81,393 50,901

デリバティブ債務 65,862 55,478

固定負債合計 361,430 324,861

負債合計 8,724,449 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 15,461,666 15,557,577

自己株式 △363,081 △363,045

株主資本合計 17,643,204 17,739,152

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 89,867 77,749

繰延ヘッジ損益 △264 △712

為替換算調整勘定 △145,460 △173,790

評価・換算差額等合計 △55,857 △96,753

少数株主持分 284,863 279,145

純資産合計 17,872,211 17,921,544

負債純資産合計 26,596,661 26,412,448
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 9,546,624 7,955,463

売上原価 7,847,366 6,340,188

売上総利益 1,699,257 1,615,274

販売費及び一般管理費 1,497,561 1,445,780

営業利益 201,696 169,494

営業外収益   

受取利息 546 390

受取配当金 6,941 4,804

受取賃貸料 6,312 6,252

為替差益 － 20,188

その他 6,843 4,582

営業外収益合計 20,644 36,218

営業外費用   

支払利息 8,403 2,924

手形売却損 2,448 19

為替差損 23,601 －

デリバティブ評価損 114,868 23,242

その他 5,814 5,310

営業外費用合計 155,136 31,497

経常利益 67,204 174,215

特別利益   

投資有価証券売却益 － 159,212

貸倒引当金戻入額 6,229 23,688

特別利益合計 6,229 182,901

特別損失   

固定資産除却損 408 294

投資有価証券評価損 61,535 11,654

特別損失合計 61,944 11,948

税金等調整前四半期純利益 11,489 345,168

法人税、住民税及び事業税 15,704 17,923

法人税等調整額 19,795 124,104

法人税等合計 35,499 142,027

少数株主損失（△） △1,277 △315

四半期純利益又は四半期純損失（△） △22,732 203,455
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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)

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１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 11,489 345,168

減価償却費 141,941 92,622

賞与引当金の増減額（△は減少） △820,432 △472,656

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △54,929 △34,594

製品補償損失引当金の増減額（△は減少） 84,051 △6,817

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,082 2,359

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） △21,458 △25,299

投資有価証券評価損益（△は益） 61,535 11,654

受取利息及び受取配当金 △7,488 △5,195

支払利息 8,403 2,924

為替差損益（△は益） 14,501 2,306

投資有価証券売却損益（△は益） － △159,212

固定資産除却損 408 294

デリバティブ評価損益（△は益） 114,868 23,242

売上債権の増減額（△は増加） 1,645,503 331,722

たな卸資産の増減額（△は増加） △696,581 △1,391,541

仕入債務の増減額（△は減少） △164,359 420,331

未払金の増減額（△は減少） 60,464 57,559

前受金の増減額（△は減少） 192,093 192,582

未払消費税等の増減額（△は減少） 30,627 △118,435

その他 235,399 101,280

小計 722,102 △629,703

利息及び配当金の受取額 7,230 5,152

利息の支払額 △32,227 △9,768

法人税等の支払額 △643,776 △54,957

営業活動によるキャッシュ・フロー 53,329 △689,278

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 － △1,000,000

有形固定資産の売却による収入 113 －

有形固定資産の取得による支出 △134,462 △42,524

無形固定資産の取得による支出 － △5,150

投資有価証券の売却による収入 － 217,345

投資有価証券の取得による支出 △4,814 △3,258

貸付金の回収による収入 4,691 1,153

貸付けによる支出 △180 △575

差入保証金の増減額（△は増加） 60,010 △2,386

その他 1,328 52

投資活動によるキャッシュ・フロー △73,313 △835,342
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(単位：千円)

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１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） △39,599 －

リース債務の返済による支出 △12,147 △7,347

長期借入金の返済による支出 △25,000 －

自己株式の取得による支出 － △35

配当金の支払額 △349,263 △299,367

財務活動によるキャッシュ・フロー △426,010 △306,750

現金及び現金同等物に係る換算差額 △71,123 13,783

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △517,118 △1,817,588

現金及び現金同等物の期首残高 1,711,434 4,447,793

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,194,315 2,630,205
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該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年11月1日 至 平成21年1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.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。 

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)を当第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.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。 

  

(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】

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

2,875,251 6,671,373 9,546,624 ― 9,546,624

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,875,251 6,671,373 9,546,624 ― 9,546,624

営業利益 41,055 160,640 201,696 ― 201,696

(2)リース取引に関する会計基準の早期適用
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当第１四半期連結累計期間(自 平成21年11月1日 至 平成22年1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 

  

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

1,332,064 6,623,398 7,955,463 ― 7,955,463

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,332,064 6,623,398 7,955,463 ― 7,955,463

営業利益(又は営業損失) △129,424 298,918 169,494 ― 169,494
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年11月1日 至 平成21年1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おります。 

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)を当第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。 

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)を当第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.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。 

  

【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

8,648,324 898,299 9,546,624 ― 9,546,624

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

104,655 19,505 124,160 (124,160) ―

計 8,752,980 917,804 9,670,784 (124,160) 9,546,624

営業利益(又は営業損失) 210,293 △11,668 198,624 3,071 201,696

(2)リース取引に関する会計基準の早期適用
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当第１四半期連結累計期間(自 平成21年11月1日 至 平成22年1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おります。 

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 

  

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

7,245,900 709,562 7,955,463 ― 7,955,463

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

96,527 41,915 138,443 (138,443) ―

計 7,342,428 751,478 8,093,906 (138,443) 7,955,463

営業利益 170,174 4,444 174,618 (5,124) 169,494
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年11月1日 至 平成21年1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。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年11月1日 至 平成22年1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。 

  

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) 1,810,548 1,040,886 2,851,434

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 9,546,624

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

19.0 10.9 29.9

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,085,083 82,960 1,168,044

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 7,955,463

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

13.6 1.0 14.6

(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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