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1. 平成30年10月期第3四半期の連結業績（平成29年11月1日～平成30年7月31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3四半期 30,435 3.5 1,568 17.9 1,580 18.6 1,043 20.9

29年10月期第3四半期 29,393 3.6 1,330 21.9 1,332 46.4 863 95.4

（注）包括利益 30年10月期第3四半期　　1,057百万円 （△14.2％） 29年10月期第3四半期　　1,232百万円 （―％）

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3四半期 104.58 ―

29年10月期第3四半期 86.53 ―

(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3四半期 37,085 27,617 74.5

29年10月期 36,580 27,008 73.8

（参考）自己資本 30年10月期第3四半期 27,617百万円 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3Q 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3Q 554,861 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3Q 9,978,378 株 29年10月期3Q 9,978,431 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)２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３四半期連結累計期間のわが国経済は、第２四半期において減速傾向が認められたものの、輸出が底堅く

推移する他、個人消費が増加に転じ設備投資も堅調を持続するなど緩やかな回復傾向にあります。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、米国による関税引き上げと中国・EUによる報復の応酬、新興国通貨安、

原油高などに注意する必要があります。

こうした情勢の下、当第３四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3.5％増の30,435百万円となりました。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17.9％増の1,568百万円、経常利益が前年同期比18.6％増

の1,580百万円となり、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20.9％増の1,043百万円となり

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、国内民需向け全般および海外向け機械、装置・工事の販売

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9.4％増加し7,184百万円となりました。

利益面につきましては、収益性の良い部品・修理の他、機械、装置・工事の全ての区分において増収となった

ことを受け営業利益は前年同期比197.3％増加し174百万円となりました。

　

（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、電子材料分野の半導体製造用

途向け搬送用商材等の他、香港およびタイ拠点による販売の伸びにより、当四半期連結累計期間の売上高は前年

同期に比べ1.9％増加し23,250百万円となりました。

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、電子材料分野の増収と機能材料分

野の収益性向上を背景に、営業利益は前年同期に比べて9.6％増加し1,393百万円となりました。

　

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の資産は、受取手形及び売掛金が2,144百万円減少した一方、電子記録債権の823

百万円増加、現金及び預金の618百万円増加、商品及び製品の592百万円増加および仕掛品の519百万円増加等によ

り、前連結会計年度末に比べ504百万円（1.4％）増加し37,085百万円となりました。

負債は、前受金の270百万円増加、電子記録債務の149百万円増加および支払手形及び買掛金が145百万円増加し

た一方、未払法人税等の389百万円減少、賞与引当金の354百万円減少等により、前連結会計年度末に比べ104百万

円（1.1％）減少し9,467百万円となりました。

純資産は、利益剰余金の594百万円増加等により、前連結会計年度末に比べ608百万円（2.3％）増加し27,617百

万円となりました。

以上の結果、当第３四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0.7ポイント上昇

して74.5％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および主な注記

（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３四半期連結会計期間
(平成30年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,893,336 8,511,385

受取手形及び売掛金 12,423,898 10,279,382

電子記録債権 1,823,085 2,646,822

商品及び製品 3,045,330 3,638,130

仕掛品 1,121,215 1,641,126

原材料及び貯蔵品 626,777 950,154

繰延税金資産 551,335 424,969

その他 169,602 212,094

貸倒引当金 △5,793 △30,963

流動資産合計 27,648,788 28,273,103

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,447,596 4,451,240

減価償却累計額 △1,714,451 △1,798,948

建物及び構築物（純額） 2,733,144 2,652,292

機械装置及び運搬具 3,753,847 3,693,592

減価償却累計額 △3,339,171 △3,296,411

機械装置及び運搬具（純額） 414,676 397,180

土地 1,931,034 1,930,885

建設仮勘定 － 14,626

その他 999,146 979,600

減価償却累計額 △914,964 △897,408

その他（純額） 84,181 82,191

有形固定資産合計 5,163,038 5,077,176

無形固定資産 186,343 140,167

投資その他の資産

投資有価証券 1,520,735 1,517,389

差入保証金 293,537 292,110

退職給付に係る資産 1,693,578 1,714,184

その他 101,325 94,488

貸倒引当金 △26,386 △23,425

投資その他の資産合計 3,582,791 3,594,747

固定資産合計 8,932,172 8,812,090

資産合計 36,580,961 37,085,193
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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３四半期連結会計期間
(平成30年７月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,090,419 4,235,512

電子記録債務 1,665,615 1,815,510

未払金 520,046 586,479

未払法人税等 437,430 47,774

前受金 57,481 327,816

賞与引当金 982,841 628,452

役員賞与引当金 64,678 47,918

製品補償損失引当金 185,258 110,090

その他 189,552 293,983

流動負債合計 8,193,325 8,093,539

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 60,004

繰延税金負債 1,315,959 1,308,891

固定負債合計 1,378,918 1,374,356

負債合計 9,572,243 9,467,895

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 24,484,111

自己株式 △363,876 △363,977

株主資本合計 26,070,389 26,664,754

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 551,039 536,247

繰延ヘッジ損益 2,508 883

為替換算調整勘定 214,564 194,015

退職給付に係る調整累計額 170,216 221,397

その他の包括利益累計額合計 938,328 952,544

純資産合計 27,008,718 27,617,298

負債純資産合計 36,580,961 37,085,193
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（２）四半期連結損益計算書および四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年11月１日
　至 平成29年７月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年11月１日
　至 平成30年７月31日)

売上高 29,393,184 30,435,173

売上原価 23,184,857 23,739,674

売上総利益 6,208,326 6,695,499

販売費及び一般管理費 4,878,126 5,127,424

営業利益 1,330,199 1,568,074

営業外収益

受取利息 1,170 2,253

受取配当金 25,932 29,819

受取賃貸料 5,123 5,463

その他 15,451 29,873

営業外収益合計 47,678 67,410

営業外費用

支払利息 14,508 21,690

支払手数料 8,243 8,243

売上割引 4,628 4,347

為替差損 12,847 18,755

その他 5,273 2,381

営業外費用合計 45,502 55,418

経常利益 1,332,376 1,580,066

特別利益

投資有価証券売却益 8,524 －

特別利益合計 8,524 －

税金等調整前四半期純利益 1,340,900 1,580,066

法人税、住民税及び事業税 391,667 433,110

法人税等調整額 85,788 103,463

法人税等合計 477,455 536,574

四半期純利益 863,444 1,043,492

親会社株主に帰属する四半期純利益 863,444 1,043,492
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年11月１日
　至 平成29年７月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年11月１日
　至 平成30年７月31日)

四半期純利益 863,444 1,043,492

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 192,994 △14,791

繰延ヘッジ損益 17,767 △1,624

為替換算調整勘定 93,591 △20,549

退職給付に係る調整額 65,131 51,180

その他の包括利益合計 369,484 14,215

四半期包括利益 1,232,929 1,057,708

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,232,929 1,057,708
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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）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成28年11月１日 至 平成29年７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 6,566,765 22,826,418 29,393,184 29,393,184

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － －

計 6,566,765 22,826,418 29,393,184 29,393,184

セグメント利益 58,734 1,271,464 1,330,199 1,330,199

(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３四半期連結累計期間（自 平成29年11月１日 至 平成30年７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 7,184,407 23,250,765 30,435,173 30,435,173

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － －

計 7,184,407 23,250,765 30,435,173 30,435,173

セグメント利益 174,646 1,393,428 1,568,074 1,568,074

(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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