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1.  平成22年10月期第2四半期の業績（平成21年11月1日～平成22年4月30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 ％

22年10月期第2四半期 2,377 14.2 124 436.0 129 345.3 86 2,752.5
21年10月期第2四半期 2,081 ― 23 ― 29 ― 3 ―

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2四半期 13.13 ―
21年10月期第2四半期 0.45 ―

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2四半期 5,030 3,780 75.2 578.39
21年10月期 4,679 3,779 80.8 571.88

（参考） 自己資本   22年10月期第2四半期  3,780百万円 21年10月期  3,779百万円

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 ― 0.00 ― 10.00 10.00
22年10月期 ― 0.00
22年10月期 

（予想）
― 12.50 12.50

3.  平成22年10月期の業績予想（平成21年11月1日～平成22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 4,691 7.9 252 113.9 268 108.5 160 132.9 24.57
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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 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2四半期 7,200,000株 21年10月期  7,200,000株
② 期末自己株式数 22年10月期第2四半期  663,206株 21年10月期  591,206株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年10月期第2四半期 6,584,031株 21年10月期第2四半期 6,637,678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は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。 
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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２四半期累計期間におけるわが国の経済は、緩やかな回復基調にあるものの、円高による企業収益の圧迫及

び厳しい雇用情勢に伴い、企業の設備投資及び個人消費は依然として厳しく、先行きが不透明な状況で推移しまし

た。 

   こうした状況のなかで、当社が属しております市販メーカーにおいては、カーディーラーでの交換頻度が増えて

いること及びガソリンスタンドのセルフ化の影響を受けて厳しい状況になっているなかで、海外からの安価な商品

が入って来ている等、当社を取り巻く経営環境は一段と厳しさを増しました。 

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、国内は同業者向けが増加し、輸出は東南アジア向

けが増加しました。よって、売上高は22億48百万円（前年同四半期比16.8％増）となりました。一方、燃焼機器

部門では、外食産業向けフライヤーが減少し売上高は１億 28 百万円（前年同四半期比 17.9％減）となりました。

その結果、売上高は23億77百万円（前年同四半期比14.2％増）となりました。売上高の増加及び前第２四半期累

計期間は燃焼機器部門においてクレーム費用が発生しましたが、当第２四半期累計期間はクレーム費用が発生しな

かったことが要因となり、営業利益は１億24百万円（前年同四半期比436.0％増）、経常利益は１億29百万円（前

年同四半期比345.3％増）となりました。前第２四半期累計期間は固定資産に係る減損損失を23百万円計上しまし

たが、当第２四半期累計期間は固定資産に係る減損損失を計上しなかったため、四半期純利益は86百万円（前年同

四半期比2,752.5％増）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、31億32百万円（前事業年度末比0.0％増）となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金が

25百万円、商品及び製品が14百万円減少したものの、現金及び預金が51百万円増加したことによるものです。    

固定資産は、18億98百万円（前事業年度末比22.6％増）となりました。主な要因は、有形固定資産が３億

56百万円増加したことによるものです。 

この結果、総資産は、50億30百万円（前事業年度末比7.5％増）となりました。 

   ② 負債 

         流動負債は、10億44百万円（前事業年度末比45.6％増）となりました。主な要因は、設備関係支払手形が

２億56百万円増加したことによるものです。 

     固定負債は、２億５百万円（前事業年度末比 12.1％増）となりました。主な要因は、退職給付引当金が 18

百万円増加したことによるものです。 

     この結果、負債合計は、12億49百万円（前事業年度末比38.8％増）となりました。 

     ③ 純資産 

      純資産合計は、37億80百万円（前事業年度末比0.0％増）となりました。主な要因は、自己株式が25百万

円増加したものの、利益剰余金が20百万円増加したこと及びその他有価証券評価差額金が６百万円増加したこ

とによるものです。 
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  (2) キャッシュ・フローの状況 

    当第２四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、税引前四半期純利益が１億

42百万円となったことにより、２億87百万円（前事業年度末比１億５百万円増）となりました。 

    当第２四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、３億13百万円の収入（前年同四半期比１億29百万円増）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16百万円となったこと及び仕入債務の減少額が36百万円となっ

たものの、税引前四半期純利益が１億42百万円となったこと、減価償却費が99百万円となったこと及び賞与引

当金の増加額が92百万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、１億15百万円の支出（前年同四半期比１億７百万円減）となりました。 

主な要因は、定期預金の払戻による収入が３億 72 百万円となったものの、定期預金の預入による支出が３億

18百万円となったこと及び有形固定資産の取得による支出が１億66百万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、93百万円の支出（前年同四半期比23百万円増）となりました。 

主な要因は、自己株式の取得による支出が25百万円となったこと及び配当金の支払額が66百万円となったこ

とによるものであります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

   当第２四半期累計期間の業績を勘案し、平成22年５月28日に業績予想の修正を行っております。 

   なお、当該修正に関する開示は、平成22年５月28日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。 

 
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２四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 

 該当事項はありません。 
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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２四半期会計期間末 
(平成22年４月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,132,193 1,080,976

受取手形及び売掛金 1,135,543 1,161,284

有価証券 20,040 －

商品及び製品 423,460 437,501

仕掛品 26,765 32,008

原材料及び貯蔵品 140,932 142,736

未収還付法人税等 － 69,678

その他 254,524 208,289

貸倒引当金 △1,141 △1,172

流動資産合計 3,132,319 3,131,302

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 518,248 385,947

その他（純額） 982,612 758,892

有形固定資産合計 1,500,860 1,144,840

無形固定資産 15,531 12,603

投資その他の資産   

その他 382,133 391,414

貸倒引当金 △525 △500

投資その他の資産合計 381,608 390,914

固定資産合計 1,898,001 1,548,358

資産合計 5,030,320 4,679,660

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 292,702 329,073

短期借入金 150,000 150,000

未払法人税等 99,100 536

賞与引当金 116,205 23,478

その他 386,063 213,919

流動負債合計 1,044,070 717,008

固定負債   

長期借入金 50,000 50,000

退職給付引当金 105,202 86,397

役員退職慰労引当金 28,142 44,815

その他 22,027 2,000

固定負債合計 205,372 183,212

負債合計 1,249,443 900,220
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成22年４月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21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 3,117,265 3,096,899

自己株式 △326,677 △301,117

株主資本合計 3,782,152 3,787,346

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,275 △7,906

評価・換算差額等合計 △1,275 △7,906

純資産合計 3,780,877 3,779,440

負債純資産合計 5,030,320 4,679,660
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(2)【四半期損益計算書】 
 【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年11月１日 
  至 平成21年４月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年11月１日 
  至 平成22年４月30日) 

売上高 2,081,914 2,377,279

売上原価 1,721,224 1,946,326

売上総利益 360,690 430,953

販売費及び一般管理費 337,533 306,833

営業利益 23,156 124,119

営業外収益   

受取利息 2,138 1,729

受取配当金 978 1,471

受取賃貸料 4,254 4,259

その他 2,208 1,793

営業外収益合計 9,580 9,253

営業外費用   

支払利息 1,208 1,138

売上割引 2,279 2,175

その他 86 192

営業外費用合計 3,574 3,506

経常利益 29,162 129,866

特別利益   

固定資産売却益 195 －

投資有価証券割当益 － 9,839

貸倒引当金戻入額 274 31

補助金収入 － 492

保険解約返戻金 8,288 4,287

特別利益合計 8,757 14,650

特別損失   

減損損失 23,802 －

固定資産除却損 5,242 1,764

貸倒引当金繰入額 125 25

保険解約損 42 －

特別損失合計 29,212 1,789

税引前四半期純利益 8,707 142,727

法人税、住民税及び事業税 13,663 94,123

法人税等調整額 △7,986 △37,849

法人税等合計 5,677 56,273

四半期純利益 3,030 86,453
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 
(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年11月１日 
  至 平成21年４月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年11月１日 
  至 平成22年４月30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 8,707 142,727

減価償却費 96,974 99,589

減損損失 23,802 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,178 18,805

賞与引当金の増減額（△は減少） 91,295 92,726

貸倒引当金の増減額（△は減少） △149 △6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △124,337 △16,672

受取利息及び受取配当金 △3,117 △3,200

支払利息 1,208 1,138

固定資産売却損益（△は益） △195 －

固定資産除却損 5,242 1,764

投資有価証券評価損益（△は益） － △606

投資有価証券割当益 － △9,839

保険解約損益（△は益） △8,245 △4,287

補助金収入 － △492

売上債権の増減額（△は増加） 241,943 19,945

たな卸資産の増減額（△は増加） 43,944 21,087

仕入債務の増減額（△は減少） △106,528 △36,371

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,190 △17,018

その他 13,098 △65,245

小計 286,631 244,044

利息及び配当金の受取額 2,220 3,303

利息の支払額 △1,202 △1,153

法人税等の支払額 △103,871 △827

法人税等の還付額 － 75,106

補助金の受取額 － 492

災害損失の支払額 － △7,498

営業活動によるキャッシュ・フロー 183,777 313,466

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 △218,000 △318,000

定期預金の払戻による収入 272,000 372,000

有形固定資産の取得による支出 △129,904 △166,383

無形固定資産の取得による支出 － △5,549

有形固定資産の売却による収入 900 －

その他の支出 △5,067 △5,152

その他の収入 72,261 8,077

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,810 △115,008
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(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年11月１日 
  至 平成21年４月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年11月１日 
  至 平成22年４月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △16,912 △25,560

リース債務の返済による支出 － △1,734

配当金の支払額 △99,791 △66,078

財務活動によるキャッシュ・フロー △116,703 △93,372

現金及び現金同等物に係る換算差額 △31 132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 59,232 105,217

現金及び現金同等物の期首残高 245,984 181,976

現金及び現金同等物の四半期末残高 305,217 287,193
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

   当第２四半期会計期間（自 平成22年２月１日 至 平成22年４月30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２四半期累計期間（自 平成21年11月１日 至 平成22年４月30日） 

     該当事項はありません。 

 

以 上 
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