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1.  平成23年10月期第1四半期の連結業績（平成22年11月1日～平成23年1月31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 ％

23年10月期第1四半期 5,057 15.2 556 44.7 578 54.3 342 52.3
22年10月期第1四半期 4,389 △15.0 384 11.8 374 57.8 224 104.9

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

23年10月期第1四半期 51.95 ―
22年10月期第1四半期 37.52 ―

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

23年10月期第1四半期 17,749 10,590 59.7 1,606.04
22年10月期 17,862 10,375 58.1 1,573.51

（参考） 自己資本   23年10月期第1四半期  10,589百万円 22年10月期  10,375百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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

22年10月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
23年10月期 ―
23年10月期 

（予想）
15.00 ― 15.00 30.00

3.  平成23年10月期の連結業績予想（平成22年11月1日～平成23年10月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

第2四半期 
(累計)

9,500 2.0 920 △2.8 900 △9.3 550 △9.0 83.41

通期 19,500 4.8 1,850 4.6 1,820 2.6 1,120 6.3 169.86



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(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 （詳細は、【添付資料】Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年10月期1Q 6,598,800株 22年10月期  6,598,800株
② 期末自己株式数 23年10月期1Q  4,983株 22年10月期  4,983株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年10月期1Q 6,593,817株 22年10月期1Q 5,995,077株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第1四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、一部景気に持ち直しに向けた動きが見られるものの、失業

率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にあり、雇用情勢の悪化、海外景気の下振れ、デフレの影響などの悪

化懸念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、メーカーとして原点回帰するとともに、圧倒的優位を確

保するための成長戦略の立案仕込みと着実な遂行を目指し、「事業基盤の整備強化と成長戦略の着実遂行」を社長

方針に掲げ、「労働環境の改善整備」、「機械装備率の向上」、「 適生産体制の再構築」、「新製品・高機能化

開発の継続強化」及び「海外市場開拓の強化拡大」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、売上高50億57百万円（前年同四半期比15.2％増）、営業利益５億56百万円（前年同四半期は営業利益

３億84百万円）、経常利益５億78百万円（前年同四半期は経常利益３億74百万円）となり、当第1四半期純利益は

３億42百万円（前年同四半期は四半期純利益２億24百万円）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、アジアを中心とした新興国需要に牽引された国内景気の回復基調のも

と、原油、ナフサ価格上昇による原料価格の上昇機運への対応として、調達の多様化と新製品及び拡大戦略製品の

拡販による収益向上に努めてまいりました。 

  

[機械製品事業] 

機械製品事業におきましては、高度化するニーズに適合した新製品の受注開発を積極的に推進する一方、品質向

上、生産効率、コストマネージメントの充実を図るなどの諸施策を講じたことにより、スリッター機及びワインダ

ー機器は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１四半期連結会計期間末の総資産は177億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億12百万円の減少と

なりました。 

資産では、流動資産が現金及び預金の減少等により１億58百万円減少し、固定資産は建設仮勘定が増加したこと

等により、45百万円増加しました。 

負債では、流動負債が未払法人税等の減少等により１億50百万円減少し、固定負債は長期借入金の約定返済等に

より１億76百万円減少しました。 

純資産は、利益剰余金の増加等により、２億14百万円増加しました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

業績の見通しにつきましては、当面、厳しい状況が続くものと思われます。当社グループを取り巻く事業環境に

つきましても、海外景気の下振れ懸念、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動向には継続して

留意する必要があり、依然として厳しい市場環境が続く状況にありますが、平成22年12月６日に公表いたしました

業績予想の変更はありません。 

   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

税金費用については、当第１四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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

これにより、税金等調整前四半期純利益は12,750千円減少しております 

② 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

   

２．その他の情報
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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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年１月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,235,954 1,924,054

受取手形及び売掛金 4,855,096 4,560,790

商品及び製品 882,644 782,258

仕掛品 1,647,052 1,655,326

原材料及び貯蔵品 710,216 550,286

その他 580,550 596,336

貸倒引当金 △10,045 △9,418

流動資産合計 9,901,469 10,059,634

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,021,096 2,072,464

機械装置及び運搬具（純額） 1,659,764 1,723,028

工具、器具及び備品（純額） 135,204 111,351

土地 2,304,479 2,304,479

建設仮勘定 146,717 64,000

有形固定資産合計 6,267,261 6,275,324

無形固定資産   

のれん 34,735 39,669

その他 38,560 34,873

無形固定資産合計 73,295 74,542

投資その他の資産   

保険積立金 1,059,662 1,041,461

その他 476,457 438,088

貸倒引当金 △28,922 △27,048

投資その他の資産合計 1,507,197 1,452,502

固定資産合計 7,847,754 7,802,369

資産合計 17,749,223 17,862,004
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年１月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,695,985 2,304,838

短期借入金 1,321,242 1,342,313

未払法人税等 243,350 478,151

賞与引当金 219,895 413,680

製品保証引当金 17,224 17,224

その他 1,125,796 1,217,988

流動負債合計 5,623,494 5,774,196

固定負債   

長期借入金 1,086,038 1,261,896

退職給付引当金 160,654 149,852

役員退職慰労引当金 212,480 236,792

その他 76,140 63,407

固定負債合計 1,535,314 1,711,948

負債合計 7,158,808 7,486,145

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 8,718,696 8,475,064

自己株式 △2,722 △2,722

株主資本合計 10,880,490 10,636,858

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,151 △2,598

繰延ヘッジ損益 △1,474 △3,812

為替換算調整勘定 △291,239 △254,988

評価・換算差額等合計 △290,562 △261,399

少数株主持分 486 400

純資産合計 10,590,414 10,375,859

負債純資産合計 17,749,223 17,862,004
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（２）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21年11月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年11月１日 
 至 平成23年１月31日) 

売上高 4,389,958 5,057,640

売上原価 3,186,247 3,547,779

売上総利益 1,203,711 1,509,861

販売費及び一般管理費 819,138 953,224

営業利益 384,573 556,637

営業外収益   

受取利息 623 617

受取配当金 319 319

受取保険金 11,358 33,279

その他 5,897 8,543

営業外収益合計 18,199 42,758

営業外費用   

支払利息 14,247 9,284

売上割引 7,888 8,049

為替差損 3,229 1,900

その他 2,407 1,565

営業外費用合計 27,773 20,800

経常利益 374,999 578,595

特別利益   

固定資産売却益 55 －

貸倒引当金戻入額 1,899 －

特別利益合計 1,954 －

特別損失   

固定資産除却損 460 1,251

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 460 14,001

税金等調整前四半期純利益 376,493 564,594

法人税等 151,565 222,038

少数株主損益調整前四半期純利益 － 342,555

少数株主利益 17 15

四半期純利益 224,910 342,539
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年11月１日 
 至 平成23年１月31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 376,493 564,594

減価償却費 175,745 186,491

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 4,933 4,933

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,899 2,501

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,668 13,080

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △104,650 △24,312

受取利息及び受取配当金 △943 △936

支払利息 14,247 9,284

固定資産除売却損益（△は益） 404 1,251

売上債権の増減額（△は増加） △111,356 △303,071

たな卸資産の増減額（△は増加） △164,877 △265,236

仕入債務の増減額（△は減少） 109,522 308,048

その他 △27,566 △241,218

小計 272,723 268,161

利息及び配当金の受取額 939 934

利息の支払額 △18,297 △11,485

法人税等の支払額 △35,056 △440,846

営業活動によるキャッシュ・フロー 220,309 △183,236

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） △13,190 －

有形固定資産の取得による支出 △149,499 △177,789

有形固定資産の売却による収入 292 －

長期貸付金の回収による収入 2,638 2,474

保険積立金の増減額（△は増加） △15,686 △18,200

その他 3,106 △40,075

投資活動によるキャッシュ・フロー △172,338 △233,591

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） △234,525 102,763

長期借入金の返済による支出 △284,141 △279,628

自己株式の取得による支出 △37 －

配当金の支払額 △69,192 △84,550

財務活動によるキャッシュ・フロー △587,898 △261,416

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,825 △8,656

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △529,102 △686,899

現金及び現金同等物の期首残高 1,661,221 1,749,054

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,132,119 1,062,154
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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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