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1. 平成30年10月期第2四半期の連結業績（平成29年11月1日～平成30年4月30日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年10月期第2四半期 20,923 6.8 1,319 23.6 1,346 28.6 889 33.1

29年10月期第2四半期 19,599 △1.3 1,067 16.2 1,046 32.6 668 32.1

（注）包括利益 30年10月期第2四半期　　930百万円 （0.7％） 29年10月期第2四半期　　924百万円 （245.2％）

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

30年10月期第2四半期 89.14 ―

29年10月期第2四半期 66.98 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

30年10月期第2四半期 37,663 27,714 73.6

29年10月期 36,580 27,008 73.8

（参考）自己資本 30年10月期第2四半期 27,714百万円 29年10月期 27,008百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

29年10月期 ― 22.50 ― 22.50 45.00

30年10月期 ― 22.50

30年10月期（予想） ― 22.50 45.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 平成30年10月期の連結業績予想（平成29年11月 1日～平成30年10月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 43,000 4.6 2,190 △0.4 2,200 △0.9 1,490 △0.9 149.32

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 30年10月期2Q 10,533,200 株 29年10月期 10,533,200 株

② 期末自己株式数 30年10月期2Q 554,817 株 29年10月期 554,817 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年10月期2Q 9,978,383 株 29年10月期2Q 9,978,455 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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および合理的であると判断する前提に基づいており、実際の業
績等は様々な要因により異なる可能性があります。

　なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信(添付資料)３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報(３)連結業績予想などの将来予測情報に関する
説明」をご覧ください。
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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２四半期連結累計期間のわが国経済は、当初堅調に推移していましたが足下では輸出の伸びが鈍化した他、

個人消費や設備投資の減少を背景に減速傾向にあります。一方、海外においては、米国経済の拡大基調の持続、

欧州経済の緩やかな回復、中国を始めとするアジア経済の底堅さを背景に全体として堅調に推移しているものの、

新興国通貨安、原油高、米中貿易問題などに注意する必要があります。

こうした情勢の下、当第２四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

事業の販売が共に増加したため、前年同期比6.8％増の20,923百万円となりました。利益面につきましては、両事

業共に増収となったことを背景に営業利益が前年同期比23.6％増の1,319百万円、経常利益では為替差益の計上に

より前年同期比28.6％増の1,346百万円となり、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比33.1％

増の889百万円となりました。

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、国内官需向け部品・修理、国内民需向け機械、装置・工事および海外向け装置・工事、

部品・修理の販売が伸長したため、当四半期連結累計期間の売上高は前年同期に比べ8.6％増加し5,223百万円と

なりました。

利益面につきましては、国内官需向けを中心とした機械販売の収益性向上、および装置・工事と部品・修理販

売の増収効果により営業利益は前年同期に比べ37.6％増加し355百万円となりました。

(化学工業製品販売事業)

化学工業製品販売事業では、工業材料分野の自動車や住宅・建設用途向け材料、機能材料分野の半導体製造装

置向け材料、電子材料分野の半導体製造用途向け搬送用商材等の他、香港拠点による樹脂販売と深圳コンパウン

ド事業の販売が伸長したことから、当四半期連結累計期間の売上高は前年同期に比べ6.2％増加し15,700百万円と

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、電子材料分野および機能材料分野

の増収を背景に営業利益は前年同期に比べ19.2％増加し963百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債および純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末の資産は、受取手形及び売掛金が932百万円減少した一方、電子記録債権の1,323

百万円増加および商品及び製品の470百万円増加などにより、前連結会計年度末に比べ1,082百万円(3.0％)増加し

37,663百万円となりました。

負債は、賞与引当金が238百万円減少した一方、電子記録債務の443百万円増加および前受金の162百万円増加な

どにより、前連結会計年度末に比べ376百万円(3.9％)増加し9,948百万円となりました。

純資産については、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加などにより、前連結会

計年度末に比べ705百万円(2.6％)増加し27,714百万円となりました。

以上の結果、当第２四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0.2ポイント減少

して73.6％となっています。
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②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて2,104百万円減少し、

5,788百万円となりました。ここに至る当第２四半期連結累計期間中のキャッシュ・フローの状況とその変動要因

は以下のとおりです。

(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が1,346百万円となり、仕入債務の増加339百万円および前受金の増加163百万円とな

った一方、たな卸資産の増加852百万円、売上債権の増加417百万円および法人税等の支払392百万円などにより、

294百万円の収入(前年同四半期連結累計期間比135百万円の収入の減少)となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

定期預金の預入による支出2,000百万円および有形固定資産の取得による支出95百万円などにより、2,125百万

円の支出(前年同四半期連結累計期間比96百万円の支出の増加)となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

配当金の支払い224百万円により、224百万円の支出(前年同四半期連結累計期間と略同額)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30年10月期の連結業績予想につきましては、平成30年５月29日に「業績予想の修正に関するお知らせ」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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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年10月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,893,336 7,788,551

受取手形及び売掛金 12,423,898 11,491,173

電子記録債権 1,823,085 3,146,343

商品及び製品 3,045,330 3,516,257

仕掛品 1,121,215 1,266,900

原材料及び貯蔵品 626,777 825,957

繰延税金資産 551,335 499,069

その他 169,602 225,293

貸倒引当金 △5,793 △3,279

流動資産合計 27,648,788 28,756,266

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,447,596 4,446,846

減価償却累計額 △1,714,451 △1,765,933

建物及び構築物（純額） 2,733,144 2,680,912

機械装置及び運搬具 3,753,847 3,740,852

減価償却累計額 △3,339,171 △3,322,778

機械装置及び運搬具（純額） 414,676 418,073

土地 1,931,034 1,930,610

建設仮勘定 － 14,740

その他 999,146 973,544

減価償却累計額 △914,964 △892,188

その他（純額） 84,181 81,355

有形固定資産合計 5,163,038 5,125,692

無形固定資産 186,343 148,191

投資その他の資産

投資有価証券 1,520,735 1,560,981

差入保証金 293,537 293,951

退職給付に係る資産 1,693,578 1,706,592

その他 101,325 94,992

貸倒引当金 △26,386 △23,425

投資その他の資産合計 3,582,791 3,633,091

固定資産合計 8,932,172 8,906,976

資産合計 36,580,961 37,663,242
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年10月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年４月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,090,419 3,945,074

電子記録債務 1,665,615 2,109,302

未払金 520,046 562,923

未払法人税等 437,430 455,852

前受金 57,481 220,171

賞与引当金 982,841 744,778

役員賞与引当金 64,678 30,420

製品補償損失引当金 185,258 164,152

その他 189,552 328,522

流動負債合計 8,193,325 8,561,198

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 57,498 59,406

繰延税金負債 1,315,959 1,322,551

固定負債合計 1,378,918 1,387,417

負債合計 9,572,243 9,948,615

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 23,889,646 24,554,599

自己株式 △363,876 △363,876

株主資本合計 26,070,389 26,735,343

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 551,039 571,681

繰延ヘッジ損益 2,508 3,292

為替換算調整勘定 214,564 199,973

退職給付に係る調整累計額 170,216 204,337

その他の包括利益累計額合計 938,328 979,283

純資産合計 27,008,718 27,714,627

負債純資産合計 36,580,961 37,663,242
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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28年11月１日
　至 平成29年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年11月１日
　至 平成30年４月30日)

売上高 19,599,063 20,923,688

売上原価 15,286,201 16,246,088

売上総利益 4,312,862 4,677,600

販売費及び一般管理費 3,245,634 3,358,185

営業利益 1,067,227 1,319,414

営業外収益

受取利息 712 958

受取配当金 8,875 11,307

受取賃貸料 3,415 3,440

為替差益 － 18,794

その他 7,369 18,506

営業外収益合計 20,373 53,009

営業外費用

支払利息 9,033 13,497

支払手数料 7,487 7,487

売上割引 2,967 2,854

為替差損 16,358 －

その他 4,808 2,326

営業外費用合計 40,655 26,166

経常利益 1,046,945 1,346,257

税金等調整前四半期純利益 1,046,945 1,346,257

法人税、住民税及び事業税 341,679 422,926

法人税等調整額 36,901 33,864

法人税等合計 378,581 456,790

四半期純利益 668,363 889,467

親会社株主に帰属する四半期純利益 668,363 889,467
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四半期連結包括利益計算書

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28年11月１日
　至 平成29年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年11月１日
　至 平成30年４月30日)

四半期純利益 668,363 889,467

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 115,496 20,642

繰延ヘッジ損益 18,496 784

為替換算調整勘定 78,480 △14,591

退職給付に係る調整額 43,420 34,120

その他の包括利益合計 255,894 40,955

四半期包括利益 924,258 930,422

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 924,258 930,422
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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28年11月１日
　至 平成29年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年11月１日
　至 平成30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 1,046,945 1,346,257

減価償却費 210,754 193,508

賞与引当金の増減額（△は減少） △142,729 △237,479

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △21,504 △34,258

製品補償損失引当金の増減額（△は減少） 15,006 △21,106

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △1,867 1,907

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △10,493 2,045

貸倒引当金の増減額（△は減少） 176 △5,464

受取利息及び受取配当金 △9,587 △12,266

支払利息 9,033 13,497

為替差損益（△は益） 26,749 57,787

売上債権の増減額（△は増加） 260,966 △417,848

たな卸資産の増減額（△は増加） △697,651 △852,828

仕入債務の増減額（△は減少） △34,260 339,322

未払金の増減額（△は減少） △32,506 38,760

前受金の増減額（△は減少） 327,596 163,205

その他 99,772 112,953

小計 1,046,400 687,993

利息及び配当金の受取額 9,486 12,080

利息の支払額 △9,040 △13,504

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △616,439 △392,121

営業活動によるキャッシュ・フロー 430,406 294,446

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 △1,700,000 △2,000,000

有形固定資産の取得による支出 △119,629 △95,417

有形固定資産の売却による収入 900 －

無形固定資産の取得による支出 － △19,493

投資有価証券の取得による支出 △8,745 △10,018

貸付けによる支出 △660 △1,390

貸付金の回収による収入 750 2,110

差入保証金の増減額（△は増加） △200,524 △2,149

その他 △1,754 542

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,029,663 △2,125,817

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 △285 －

配当金の支払額 △224,516 △224,513

財務活動によるキャッシュ・フロー △224,802 △224,513

現金及び現金同等物に係る換算差額 72,714 △48,900

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,751,345 △2,104,785

現金及び現金同等物の期首残高 8,056,223 7,893,336

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,304,877 5,788,551
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（４）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）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成28年11月１日 至 平成29年４月30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 4,810,117 14,788,946 19,599,063 19,599,063

セグメント間の内部売上
高又は振替高

－ － － －

計 4,810,117 14,788,946 19,599,063 19,599,063

セグメント利益 258,686 808,541 1,067,227 1,067,227

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成29年11月１日 至 平成30年４月30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 5,223,166 15,700,521 20,923,688 20,923,688

セグメント間の内部売上
高又は振替高

－ － － －

計 5,223,166 15,700,521 20,923,688 20,923,688

セグメント利益 355,924 963,489 1,319,414 1,319,414

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
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