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1.  平成24年10月期第2四半期の連結業績（平成23年11月1日～平成24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 ％

24年10月期第2四半期 10,108 △0.9 1,140 14.5 1,164 10.9 700 12.0
23年10月期第2四半期 10,197 9.5 995 5.2 1,049 5.8 625 3.4

（注）包括利益 24年10月期第2四半期 806百万円 （26.0％） 23年10月期第2四半期 640百万円 （―％）

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

24年10月期第2四半期 106.18 ―
23年10月期第2四半期 94.82 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年10月期第2四半期 20,109 12,014 59.7
23年10月期 18,395 11,339 61.6
（参考） 自己資本   24年10月期第2四半期  12,013百万円 23年10月期  11,339百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  有  
詳細につきましては本日（平成24年６月７日）公表いたしました「剰余金の配当（第２四半期末配当）及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧くださ
い。 

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

23年10月期 ― 15.00 ― 20.00 35.00
24年10月期 ― 20.00
24年10月期（予想） ― 20.00 40.00

3.  平成24年10月期の連結業績予想（平成23年11月1日～平成24年10月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 21,400 0.7 2,150 9.5 2,150 5.4 1,300 5.1 197.16



(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  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年10月期2Q 6,598,800 株 23年10月期 6,598,800 株
② 期末自己株式数 24年10月期2Q 5,015 株 23年10月期 5,015 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年10月期2Q 6,593,785 株 23年10月期2Q 6,593,804 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるな

かで、各種政策効果などを背景に緩やかな持ち直し傾向にあるものの、欧州の政府債務危機や原油高の影響、これ

らを背景とした海外景気の下振れ懸念等が残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、「原点回帰先ず感謝、そして新たな決意を！」をスロー

ガンに掲げ、第50期という節目を迎える年であり、新しい半世紀へ雄飛する年にすべく、平成27年10月期を 終年

度とする新中期経営計画（ＭＩ５３）を策定し、事業基盤の整備、収益構造の強化を重点指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101億８百万円（前年同四半期比0.9％減）、営業利益11億40百

万円（前年同四半期比14.5％増）、経常利益11億64百万円（前年同四半期比10.9％増）となり、当第２四半期純利

益は７億円（前年同四半期比12.0％増）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、原材料価格の上昇機運がさらに強まるなか、原材料の海外調達の拡大、

材料ロスの削減、生産効率の追求及び更なる運賃比率低減に努めてまいりました。販売面では東日本大震災復興関

連商材を中心に拡大戦略製品の拡販に注力してまいりました。海外子会社におきましては、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」はロス削減活動に努めて収益性を改善、在中国の子会社

「青島萩原工業有限公司」は設備の効率化改善を進め、業績は回復傾向にあります。 

  

[機械製品事業]  

機械製品事業におきましては、特別に売上が集中した前年同四半期と比較しますと減収となりましたが、光学系

フィルムメーカーの設備投資が抑制される一方で、工業系及び食品包装用フィルム向けスリッターは設備需要も活

発となりスリッター関連機器は順調に推移しました。また、プラスチック押出関連機器も堅調に推移いたしまし

た。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第2四半期連結会計期間末の総資産は201億９百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億13百万円の増加とな

りました。 

資産では、流動資産が現金及び預金とたな卸資産の増加等により15億61百万円増加し、固定資産は建設仮勘定が

増加したこと等により、１億51百万円増加しました。 

負債では、流動負債が支払手形及び買掛金の増加等により10億23百万円増加し、固定負債は退職給付引当金の増

加等により15百万円増加しました。 

純資産は、利益剰余金の増加等により、６億74百万円増加しました。    

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年12月８日に公表いたしました業績予想の変更はありません。   

   

（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 

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。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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23年10月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,439,469 2,196,076

受取手形及び売掛金 5,312,624 5,172,368

商品及び製品 936,208 1,080,544

仕掛品 1,575,917 1,848,542

原材料及び貯蔵品 577,223 875,323

その他 639,488 864,189

貸倒引当金 △11,200 △5,427

流動資産合計 10,469,731 12,031,616

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,965,504 1,901,397

機械装置及び運搬具（純額） 1,497,693 1,498,784

工具、器具及び備品（純額） 144,150 115,206

土地 2,304,479 2,304,479

建設仮勘定 134,675 447,752

有形固定資産合計 6,046,502 6,267,620

無形固定資産   

のれん 22,351 14,900

その他 188,054 169,910

無形固定資産合計 210,405 184,810

投資その他の資産   

保険積立金 1,098,550 1,147,312

その他 592,989 487,429

貸倒引当金 △22,442 △9,507

投資その他の資産合計 1,669,096 1,625,234

固定資産合計 7,926,004 8,077,665

資産合計 18,395,735 20,109,281
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年10月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,286,466 2,988,685

短期借入金 1,278,208 1,412,194

未払法人税等 499,941 446,097

賞与引当金 440,941 449,935

製品保証引当金 38,300 41,658

その他 1,233,749 1,462,336

流動負債合計 5,777,606 6,800,907

固定負債   

長期借入金 709,060 696,627

退職給付引当金 264,985 286,787

役員退職慰労引当金 229,443 231,412

その他 75,049 79,049

固定負債合計 1,278,538 1,293,877

負債合計 7,056,145 8,094,784

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,274,858 1,274,858

資本剰余金 889,658 889,658

利益剰余金 9,513,610 10,081,854

自己株式 △2,752 △2,752

株主資本合計 11,675,375 12,243,618

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,142 5,326

繰延ヘッジ損益 1,546 322

為替換算調整勘定 △338,999 △235,392

その他の包括利益累計額合計 △336,310 △229,743

少数株主持分 526 622

純資産合計 11,339,590 12,014,497

負債純資産合計 18,395,735 20,109,281

萩原工業㈱　（7856）　平成24年10月期 第2四半期決算短信

－ 4 －



（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22年11月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年11月１日 
 至 平成24年４月30日) 

売上高 10,197,734 10,108,731

売上原価 7,311,202 7,163,178

売上総利益 2,886,531 2,945,553

販売費及び一般管理費 1,890,944 1,805,196

営業利益 995,587 1,140,357

営業外収益   

受取利息 997 6,570

受取配当金 321 406

受取保険金 73,292 50,947

その他 16,809 15,909

営業外収益合計 91,420 73,835

営業外費用   

支払利息 17,480 13,838

売上割引 15,431 15,883

為替差損 － 11,238

その他 4,127 8,398

営業外費用合計 37,039 49,359

経常利益 1,049,968 1,164,833

特別利益   

固定資産売却益 995 －

貸倒引当金戻入額 4,605 －

特別利益合計 5,601 －

特別損失   

固定資産除却損 4,942 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 12,750 －

特別損失合計 17,692 －

税金等調整前四半期純利益 1,037,876 1,164,833

法人税等 412,646 464,658

少数株主損益調整前四半期純利益 625,229 700,174

少数株主利益 15 55

四半期純利益 625,214 700,119
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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22年11月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年11月１日 
 至 平成24年４月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 625,229 700,174

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 4,409 4,183

繰延ヘッジ損益 9,764 △1,224

為替換算調整勘定 957 103,647

その他の包括利益合計 15,130 106,607

四半期包括利益 640,360 806,782

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 640,348 806,686

少数株主に係る四半期包括利益 11 95
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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22年11月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年11月１日 
 至 平成24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 1,037,876 1,164,833

減価償却費 381,780 377,674

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 12,750 －

のれん償却額 9,867 7,450

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,146 △18,708

退職給付引当金の増減額（△は減少） 38,624 65,818

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △18,657 1,968

受取利息及び受取配当金 △1,318 △6,977

支払利息 17,480 13,838

固定資産除売却損益（△は益） 3,947 －

売上債権の増減額（△は増加） △955,089 169,076

たな卸資産の増減額（△は増加） △736,260 △661,757

仕入債務の増減額（△は減少） 850,380 685,476

その他 216,743 191,619

小計 855,978 1,990,314

利息及び配当金の受取額 1,305 6,379

利息の支払額 △18,278 △12,820

法人税等の支払額 △465,505 △493,526

営業活動によるキャッシュ・フロー 373,500 1,490,346

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） － △55,000

有形固定資産の取得による支出 △263,405 △569,078

有形固定資産の売却による収入 5,282 2,588

投資有価証券の取得による支出 △6,353 －

長期貸付金の回収による収入 2,486 －

保険積立金の増減額（△は増加） △3,992 △48,761

その他 △77,279 △40,307

投資活動によるキャッシュ・フロー △343,262 △710,559

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） 30,733 91,248

長期借入れによる収入 122,565 274,750

長期借入金の返済による支出 △467,986 △322,694

自己株式の取得による支出 △29 －

配当金の支払額 △99,246 △132,246

財務活動によるキャッシュ・フロー △413,963 △88,942

現金及び現金同等物に係る換算差額 △851 5,862

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △384,577 696,707

現金及び現金同等物の期首残高 1,749,054 1,238,219

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,364,476 1,934,926
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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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