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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 4,389 △15.0 384 11.8 374 57.8 224 104.9
21年10月期第1四半期 5,166 ― 344 ― 237 ― 109 ―

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 37.52 ―

21年10月期第1四半期 18.31 ―

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 17,397 9,213 53.0 1,536.77
21年10月期 17,582 9,024 51.3 1,505.19

（参考） 自己資本   22年10月期第1四半期  9,213百万円 21年10月期  9,023百万円

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 ― 12.50 ― 12.50 25.00

22年10月期 ―

22年10月期 
（予想）

12.50 ― 12.50 25.00

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

9,200 △1.2 730 66.7 710 76.6 420 122.7 70.06

通期 18,800 2.3 1,600 38.0 1,550 40.6 880 47.7 146.79
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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．その他をご覧ください。 

(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） 

(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。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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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 6,000,000株 21年10月期  6,000,000株

② 期末自己株式数 22年10月期第1四半期  4,933株 21年10月期  4,883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 5,995,077株 21年10月期第1四半期 5,995,126株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、海外経済の改善や緊急経済対策の効果などを背景に、景気は

持ち直しているものの、雇用情勢の悪化や海外景気の下振れ懸念、デフレの影響など、景気を下押しするリスクがあ

るなか推移いたしました。 

このような状況のもと、当社グループにおきましては、「事業構造変革の継続と成長戦略仕込へリソース傾注（手

堅く守り、要所を攻めろ）」を社長方針に掲げ、平成24年10月期を 終年度とする新中期経営計画（Ｖ－５０）の達

成に向けて、「生産革新の遂行」、「品質管理システム強化」、「開発製品拡大と戦略製品海外市場拡大」を図ると

ともに、「連結キャッシュ・フロー経営」、「組織活性化へ目的別人材育成」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１四半期連結会計期間の売上高43億89百万円（前年同四半期比15.0％減）、営業利益３億84百万円

（前年同四半期は営業利益３億44百万円）、経常利益３億74百万円（前年同四半期は経常利益２億37百万円）とな

り、当第１四半期純利益は２億24百万円（前年同四半期は四半期純利益１億９百万円）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、世界同時不況からの 悪期を脱し、緩やかな回復基調にあるものの、依然

需要は縮小しており、また、原材料価格の値上げに伴う製品価格への転嫁など、先行き不透明な厳しい状況が続くな

か、収益性を重視し、新製品開発の積極展開を含めた製品戦略へ集中し新市場開拓に努める一方、生産システムの変

革活動及び固定費低減を追求してまいりました。 

  

 [機械製品事業] 

機械製品事業におきましては、スリッター関連機器は、光学系フィルム及び電子材料向けの販売は需要回復が見ら

れるものの、価格競争が激しく減収となりましたが、記録紙等の小巻ロール化のニーズの高まりにより紙スリッター

は順調に推移いたしました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は173億97百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億84百万円の減少とな

りました。 

資産では、流動資産が現金及び預金の減少等により２億18百万円減少し、固定資産は建設仮勘定が増加したこと等

により、33百万円増加しました。 

負債では、流動負債が短期借入金の減少等により32百万円減少し、固定負債は長期借入金の約定返済等により３億

42百万円減少しました。 

純資産は、利益剰余金及び為替換算調整勘定の増加等により、１億89百万円増加しました。  

  

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、海外景気の下振れ懸念、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12月７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１四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。 

  

 該当事項はありません。 

  

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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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 1,349,869 1,864,021

受取手形及び売掛金 4,451,271 4,330,678

商品及び製品 698,920 784,127

仕掛品 1,471,350 1,260,913

原材料及び貯蔵品 638,501 588,420

その他 652,364 654,540

貸倒引当金 △5,138 △7,037

流動資産合計 9,257,139 9,475,664

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,142,476 2,169,834

機械装置及び運搬具（純額） 1,765,166 1,831,558

工具、器具及び備品（純額） 114,642 117,941

土地 2,320,831 2,320,831

建設仮勘定 179,473 47,306

有形固定資産合計 6,522,590 6,487,472

無形固定資産   

のれん 54,470 59,404

その他 36,586 40,320

無形固定資産合計 91,057 99,725

投資その他の資産   

保険積立金 1,131,095 1,115,408

その他 414,220 422,645

貸倒引当金 △18,529 △18,529

投資その他の資産合計 1,526,786 1,519,525

固定資産合計 8,140,434 8,106,722

資産合計 17,397,574 17,582,386
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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 2,525,555 2,375,662

短期借入金 2,098,074 2,344,490

未払法人税等 170,513 65,757

賞与引当金 202,029 412,100

製品保証引当金 17,284 24,734

その他 1,208,306 1,031,050

流動負債合計 6,221,762 6,253,796

固定負債   

長期借入金 1,556,772 1,808,898

退職給付引当金 133,102 128,959

役員退職慰労引当金 197,431 302,082

その他 74,929 64,370

固定負債合計 1,962,235 2,304,311

負債合計 8,183,998 8,558,107

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 7,736,232 7,586,260

自己株式 △2,667 △2,629

株主資本合計 9,364,364 9,214,431

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 672 1,748

繰延ヘッジ損益 △4,110 △2,382

為替換算調整勘定 △147,859 △190,009

評価・換算差額等合計 △151,298 △190,643

少数株主持分 509 491

純資産合計 9,213,575 9,024,279

負債純資産合計 17,397,574 17,582,386
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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 5,166,456 4,389,958

売上原価 3,933,504 3,186,247

売上総利益 1,232,952 1,203,711

販売費及び一般管理費 888,915 819,138

営業利益 344,036 384,573

営業外収益   

受取利息 847 623

受取配当金 405 319

受取保険金 31,658 11,358

その他 8,263 5,897

営業外収益合計 41,175 18,199

営業外費用   

支払利息 24,441 14,247

売上割引 9,693 7,888

為替差損 107,530 3,229

その他 5,932 2,407

営業外費用合計 147,597 27,773

経常利益 237,613 374,999

特別利益   

固定資産売却益 － 55

貸倒引当金戻入額 － 1,899

特別利益合計 － 1,954

特別損失   

固定資産除却損 2,955 460

特別損失合計 2,955 460

税金等調整前四半期純利益 234,658 376,493

法人税等 124,890 151,565

少数株主利益 － 17

四半期純利益 109,767 224,910
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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 234,658 376,493

減価償却費 201,814 175,745

のれん償却額 4,933 4,933

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23,583 △1,899

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,666 2,668

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,994 △104,650

受取利息及び受取配当金 △1,253 △943

支払利息 24,441 14,247

固定資産除売却損益（△は益） 2,955 404

売上債権の増減額（△は増加） 280,009 △111,356

たな卸資産の増減額（△は増加） 375,056 △164,877

仕入債務の増減額（△は減少） △502,740 109,522

その他 △128,060 △27,566

小計 518,727 272,723

利息及び配当金の受取額 1,207 939

利息の支払額 △24,415 △18,297

法人税等の支払額 △325,369 △35,056

営業活動によるキャッシュ・フロー 170,149 220,309

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） △28,460 △13,190

有形固定資産の取得による支出 △209,959 △149,499

有形固定資産の売却による収入 4,449 292

長期貸付金の回収による収入 2,846 2,638

保険積立金の増減額（△は増加） △8,988 △15,686

その他 △2,289 3,106

投資活動によるキャッシュ・フロー △242,401 △172,338

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） 385,880 △234,525

長期借入れによる収入 200,000 －

長期借入金の返済による支出 △229,310 △284,141

自己株式の取得による支出 △15 △37

配当金の支払額 △124,580 △69,192

財務活動によるキャッシュ・フロー 231,974 △587,898

現金及び現金同等物に係る換算差額 20,239 10,825

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 179,962 △529,102

現金及び現金同等物の期首残高 842,464 1,661,221

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,022,426 1,132,119
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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