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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、個人消費の回復は足踏み状態にあるものの、

海外経済の改善を背景とした輸出の回復持続、設備投資の持ち直しに支えられ、緩やかな回

復基調が続いております。一方、海外においては、米国の保護主義政策、欧州政治の混乱や

中国経済の減速がリスクとして横たわるなど、先行き不透明な情勢にあります。 

こうした情勢の下、当第１四半期連結累計期間における売上高は、機械製造販売事業およ

び化学工業製品販売事業の販売が共に減少したため、前年同期比4.8％減の8,487百万円とな

りました。利益面につきましては、化学工業製品販売事業が増益となりましたが、機械製造

販売事業の減収を背景に営業利益が前年同期比28.6％減の77百万円となり、経常利益では為

替差損が増加したことから前年同期比47.2％減の59百万円となり、親会社株主に帰属する四

半期純利益については前年同期の29百万円を30百万円下回る1百万円の純損失となりました。 

 

セグメントの業績は、次のとおりです。 

（機械製造販売事業） 

機械製造販売事業では、海外向け部品・修理の販売が伸びた他、国内民需向け機械および

部品・修理の販売が堅調に推移しましたが、国内官需向け部品・修理の販売が繰延べ等によ

り減少したことに加えて、中国向け砥粒回収装置の販売が無かったことから、当四半期連結

累計期間の売上高は前年同期に比べ6.8％減少し1,218百万円となりました。 

利益面につきましては、事業全体の売上高が減少したことを受け営業損益は前年同期にお

ける277百万円の損失が310百万円の損失となりました。 

 

（化学工業製品販売事業） 

化学工業製品販売事業では、工業材料分野の住宅・建設用途向け材料、電子材料分野の半

導体部品搬送用部材等が堅調に推移した他、深圳コンパウンド事業が回復傾向にあるものの、

国内合成樹脂分野の樹脂原料、化成品分野の紫外線硬化樹脂や難燃剤、機能材料分野の半導

体製造装置向けセラミックス製品の販売が減少したことから、当四半期連結累計期間の売上

高は前年同期に比べ4.4％減少し7,268百万円となりました。 

利益面につきましては、収益性の良い商材の構成比率が高い工業材料分野の販売の伸び等によ

り、営業利益は前年同期に比べて0.6％増加し388百万円となりました。 

 

(2) 財政状態に関する説明 

当第１四半期連結会計期間末の資産は、棚卸資産が1,328百万円増加した一方、受取手形及

び売掛金が1,527百万円、現金及び預金が1,328百万円それぞれ減少したことなどにより、前

連結会計年度末に比べ1,154百万円(3.3％)減少し33,637百万円となりました。 

負債は、前受金が221百万円増加した一方、未払法人税等が617百万円、賞与引当金が475百

万円、支払手形及び買掛金が100百万円それぞれ減少したことなどにより、前連結会計年度末

に比べ1,172百万円(12.2％)減少し8,445百万円となりました。 
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純資産は、配当金の支払い224百万円などにより、利益剰余金が224百万円減少したことの

ほか、その他有価証券評価差額金の90百万円増加、為替換算調整勘定の113百万円増加などに

より、前連結会計年度末に比べ17百万円(0.1％)増加し25,191百万円となりました。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は、前連結会計年度末に

比べ2.5ポイント上昇して74.9％となりました。 

 

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成29年10月期の連結業績予想につきましては、平成28年12月7日に「平成28年10月期決算

短信〔日本基準〕(連結)」において公表しました連結業績予想から変更はありません。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 以下

「回収可能性適用指針」という。)を当第１四半期連結会計期間から適用し、繰延税金資産

の回収可能性に関する会計処理の方法の一部を見直しております。 

回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項(４)に定める経過的

な取扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間の期首時点において回収可能性適用指針

第49項(３)①から③に該当する定めを適用した場合の繰延税金資産および繰延税金負債の額

と、前連結会計年度末の繰延税金資産および繰延税金負債の額との差額を、当第１四半期連

結会計期間の期首の利益剰余金に加算しております。 

なお、当第１四半期連結会計期間の期首における影響額は、軽微であります。 
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年10月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,056,223 6,727,231

受取手形及び売掛金 11,618,030 10,090,196

電子記録債権 1,702,590 1,929,601

商品及び製品 2,746,735 3,223,218

仕掛品 1,166,982 1,853,851

原材料及び貯蔵品 595,198 760,001

繰延税金資産 500,420 422,765

その他 282,133 176,008

貸倒引当金 △4,645 △3,318

流動資産合計 26,663,670 25,179,556

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,316,576 4,401,235

減価償却累計額 △1,592,835 △1,627,860

建物及び構築物（純額） 2,723,740 2,773,374

機械装置及び運搬具 3,659,243 3,841,080

減価償却累計額 △3,215,574 △3,328,142

機械装置及び運搬具（純額） 443,669 512,937

土地 1,931,071 1,932,079

建設仮勘定 96,763 4,812

その他 983,261 989,642

減価償却累計額 △919,694 △931,338

その他（純額） 63,567 58,304

有形固定資産合計 5,258,812 5,281,508

無形固定資産 304,807 274,292

投資その他の資産

投資有価証券 1,149,211 1,281,692

差入保証金 89,809 291,761

退職給付に係る資産 1,242,576 1,247,811

その他 110,849 108,370

貸倒引当金 △27,664 △27,425

投資その他の資産合計 2,564,783 2,902,210

固定資産合計 8,128,402 8,458,011

資産合計 34,792,072 33,637,567
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年10月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年１月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,667,658 3,567,566

電子記録債務 1,891,465 1,855,342

未払金 558,442 558,612

未払法人税等 632,403 15,158

前受金 333,999 555,455

賞与引当金 802,914 327,406

役員賞与引当金 50,352 12,082

製品補償損失引当金 107,349 102,045

その他 424,583 272,156

流動負債合計 8,469,170 7,265,826

固定負債

役員退職慰労引当金 5,460 5,460

退職給付に係る負債 56,135 54,558

繰延税金負債 1,087,402 1,120,097

固定負債合計 1,148,998 1,180,115

負債合計 9,618,169 8,445,941

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 22,833,826 22,609,352

自己株式 △363,591 △363,876

株主資本合計 25,014,855 24,790,096

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 299,418 389,754

繰延ヘッジ損益 △17,813 △626

為替換算調整勘定 90,213 203,462

退職給付に係る調整累計額 △212,770 △191,060

その他の包括利益累計額合計 159,048 401,529

純資産合計 25,173,903 25,191,625

負債純資産合計 34,792,072 33,637,567
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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27年11月１日
　至 平成28年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年11月１日
　至 平成29年１月31日)

売上高 8,912,467 8,487,151

売上原価 7,280,715 6,811,659

売上総利益 1,631,752 1,675,491

販売費及び一般管理費 1,522,623 1,597,538

営業利益 109,129 77,953

営業外収益

受取利息 1,721 271

受取配当金 9,295 8,096

受取賃貸料 1,707 1,707

その他 4,020 4,802

営業外収益合計 16,745 14,878

営業外費用

支払利息 51 4,453

支払手数料 756 756

売上割引 1,531 1,465

為替差損 10,358 26,191

その他 1,232 829

営業外費用合計 13,931 33,696

経常利益 111,943 59,135

税金等調整前四半期純利益 111,943 59,135

法人税、住民税及び事業税 7,325 2,711

法人税等調整額 75,362 58,052

法人税等合計 82,687 60,763

四半期純利益又は四半期純損失（△） 29,255 △1,628

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会
社株主に帰属する四半期純損失（△）

29,255 △1,628
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四半期連結包括利益計算書

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27年11月１日
　至 平成28年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年11月１日
　至 平成29年１月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 29,255 △1,628

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △58,999 90,335

繰延ヘッジ損益 △459 17,187

為替換算調整勘定 △31,082 113,248

退職給付に係る調整額 10,276 21,710

その他の包括利益合計 △80,265 242,481

四半期包括利益 △51,009 240,852

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △51,009 240,852
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(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 

(継続企業の前提に関する注記) 

該当事項はありません。 

 

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) 

該当事項はありません。 

 

(セグメント情報等) 

前第１四半期連結累計期間（自  平成27年11月１日  至  平成28年１月31日） 

  報告セグメントごとの売上高および利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円） 

 
報告セグメント 四半期連結 

損益計算書 
計上額 機械製造販売 化学工業製品販売 計 

売上高  

  外部顧客への売上高 1,307,719 7,604,748 8,912,467 8,912,467

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

－ － － －

計 1,307,719 7,604,748 8,912,467 8,912,467

セグメント利益 
又は損失 

△277,117 386,246 109,129 109,129

(注) セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算の営業利益と一致しております。 

 

当第１四半期連結累計期間（自  平成28年11月１日  至  平成29年１月31日） 

  報告セグメントごとの売上高および利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円） 

 
報告セグメント 四半期連結 

損益計算書 
計上額 機械製造販売 化学工業製品販売 計 

売上高  

  外部顧客への売上高 1,218,604 7,268,547 8,487,151 8,487,151

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

－ － － －

計 1,218,604 7,268,547 8,487,151 8,487,151

セグメント利益 
又は損失 

△310,641 388,594 77,953 77,953

(注) セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算の営業利益と一致しております。 
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４．(補足情報) 海外売上高 

 

前第１四半期連結累計期間（自 平成27年11月１日 至 平成28年１月31日） 

 

 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,311,212 322,515 1,633,728

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 8,912,467

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

14.7 3.6 18.3

(注) １ 国又は地域の区分は、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28年11月１日 至 平成29年１月31日） 

 

 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,322,838 302,880 1,625,718

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 8,487,151

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

15.6 3.6 19.2

(注) １ 国又は地域の区分は、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。 
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