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1.  平成22年10月期第2四半期の連結業績（平成21年11月1日～平成22年4月30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2四半期 9,313 △0.0 946 116.1 992 146.8 604 220.5
21年10月期第2四半期 9,316 ― 437 ― 402 ― 188 ―

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 100.83 ―

21年10月期第2四半期 31.46 ―

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 17,449 9,602 55.0 1,601.64
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2四半期  9,601百万円 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 ― 15.00

22年10月期 
（予想）

― 15.00 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 18,900 2.9 1,810 56.1 1,830 66.1 1,060 77.9 176.81
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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） 

(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．平成21年12月７日に公表した業績予想及び配当予想を修正いたしました。詳細は平成22年５月24日公表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお
知らせ」をご参照下さい。 
２．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2四半期 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2四半期  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2四半期 5,995,073株 21年10月期第2四半期 5,995,121株
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当第２四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、海外経済の改善を背景に、景気は着実に持ち直しているもの

の、自律性は弱く、雇用情勢の悪化懸念も依然残っており、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２四半期連結累計期間の売上高は93億13百万円（前年同四半期比0.0％減）、営業利益は９億46百

万円（前年同四半期は営業利益４億37百万円）、経常利益は９億92百万円（前年同四半期は経常利益４億２百万円）

となり、当第２四半期純利益は６億４百万円（前年同四半期は四半期純利益１億88百万円）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、原油を始めナフサ価格も上昇局面に入り、原材料価格の値上げに伴う製品

価格への転嫁も販売状況を見ながらの難しい経営判断が続いております。一方では、生産システムの変革活動による

ロス及び固定費の低減により、収益性を改善するとともに、新製品開発の積極展開、戦略製品への集中を進めてまい

りました。海外子会社におきましても、在インドネシアの子会社「ハギハラ・ウエストジャワ・インダストリーズ

社」及び在中国の子会社「青島萩原工業有限公司」両社ともに業績は回復傾向にあります。 

  

[機械製品事業] 

主力のスリッター関連機器は、光学系フィルム及び電子材料メーカーにおいて設備投資再開の動きが活発化するな

ど、受注環境の改善が見られました。また、新規受注の拡大と新製品「リチウムイオンセパレータースリッター」

「プラスチック再生機（ＨｕＳＳタンデム方式）」の開発上市に注力いたしました。  

  

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は174億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億32百万円の減少とな

りました。 

資産では、流動資産が20百万円減少し、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、１億12

百万円減少しました。 

負債では、流動負債が短期借入金の減少等により３億66百万円減少し、固定負債は長期借入金の約定返済等によ

り３億44百万円減少しました。 

純資産は、利益剰余金の増加等により、５億78百万円増加しました。 

   

  

業績の見通しにつきましては、生産システムの変革によるロスの低減、戦略製品への傾注等の施策による収益構造

及び受注環境の改善によって第２四半期累計期間の業績は期初予想を上回りましたが、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変動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

続くと予想されることから、平成21年12月７日に公表した業績予想を修正いたしました。詳細は平成22年５月24日公

表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

  

該当事項はありません。 

  

税金費用については、当第２四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。 

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
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該当事項はありません。 

  

  

（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２四半期連結会計期間末
(平成22年４月30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 1,129,899 1,864,021

受取手形及び売掛金 4,679,898 4,330,678

商品及び製品 763,206 784,127

仕掛品 1,473,244 1,260,913

原材料及び貯蔵品 791,229 588,420

その他 623,172 654,540

貸倒引当金 △5,504 △7,037

流動資産合計 9,455,147 9,475,664

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,107,177 2,169,834

機械装置及び運搬具（純額） 1,710,486 1,831,558

工具、器具及び備品（純額） 131,548 117,941

土地 2,320,831 2,320,831

建設仮勘定 272,553 47,306

有形固定資産合計 6,542,597 6,487,472

無形固定資産   

のれん 49,537 59,404

その他 33,727 40,320

無形固定資産合計 83,264 99,725

投資その他の資産   

保険積立金 1,007,342 1,115,408

その他 379,670 422,645

貸倒引当金 △18,238 △18,529

投資その他の資産合計 1,368,774 1,519,525

固定資産合計 7,994,635 8,106,722

資産合計 17,449,782 17,582,386
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年４月30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 2,523,220 2,375,662

短期借入金 1,550,530 2,344,490

未払法人税等 368,582 65,757

賞与引当金 401,576 412,100

製品保証引当金 7,135 24,734

その他 1,036,227 1,031,050

流動負債合計 5,887,272 6,253,796

固定負債   

長期借入金 1,538,776 1,808,898

退職給付引当金 145,341 128,959

役員退職慰労引当金 203,027 302,082

その他 73,003 64,370

固定負債合計 1,960,149 2,304,311

負債合計 7,847,421 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 8,115,786 7,586,260

自己株式 △2,667 △2,629

株主資本合計 9,743,919 9,214,431

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,965 1,748

繰延ヘッジ損益 △197 △2,382

為替換算調整勘定 △146,731 △190,009

評価・換算差額等合計 △141,964 △190,643

少数株主持分 406 491

純資産合計 9,602,361 9,024,279

負債純資産合計 17,449,782 17,582,386
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 9,316,455 9,313,110

売上原価 7,168,884 6,689,347

売上総利益 2,147,570 2,623,762

販売費及び一般管理費 1,709,671 1,677,645

営業利益 437,898 946,117

営業外収益   

受取利息 1,824 924

受取配当金 407 319

受取保険金 62,689 78,326

その他 31,094 30,055

営業外収益合計 96,016 109,626

営業外費用   

支払利息 43,773 26,299

売上割引 17,394 15,228

為替差損 51,540 －

その他 19,106 21,926

営業外費用合計 131,814 63,454

経常利益 402,100 992,289

特別利益   

固定資産売却益 471 4,123

貸倒引当金戻入額 － 1,824

特別利益合計 471 5,948

特別損失   

固定資産除却損 41,128 3,383

固定資産売却損 147 49

投資有価証券評価損 3,825 －

特別損失合計 45,100 3,433

税金等調整前四半期純利益 357,470 994,804

法人税等 168,844 390,304

少数株主利益 － 35

四半期純利益 188,626 604,464
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 357,470 994,804

減価償却費 403,973 357,880

のれん償却額 9,867 9,867

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,124 △1,824

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,438 13,865

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,989 △99,054

受取利息及び受取配当金 △2,232 △1,244

支払利息 43,773 26,299

固定資産除売却損益（△は益） 40,804 △690

売上債権の増減額（△は増加） 1,165,666 △336,931

たな卸資産の増減額（△は増加） 956,067 △375,355

仕入債務の増減額（△は減少） △1,403,273 139,871

その他 △72,705 △17,691

小計 1,518,086 709,797

利息及び配当金の受取額 2,234 1,245

利息の支払額 △46,566 △31,054

法人税等の支払額 △332,545 △50,889

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,141,209 629,099

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） △28,140 △13,320

有形固定資産の取得による支出 △294,423 △322,474

有形固定資産の売却による収入 6,079 5,531

長期貸付金の回収による収入 2,814 9,261

保険積立金の増減額（△は増加） △7,952 108,066

その他 △788 △24

投資活動によるキャッシュ・フロー △322,410 △212,959

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） △240,476 △689,773

長期借入れによる収入 430,000 208,480

長期借入金の返済による支出 △579,923 △609,231

自己株式の取得による支出 △15 △37

配当金の支払額 △134,562 △75,057

財務活動によるキャッシュ・フロー △524,978 △1,165,620

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,269 58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 284,551 △749,422

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 1,127,015 911,799
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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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