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四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 

四半期決算説明会開催の有無 ： 無 

（百万円未満切捨て） 
１．平成23年10月期第3四半期の連結業績（平成22年11月1日～平成23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 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年 10月期第3四半期 15,935 13.6 1,568 14.7 1,637 17.6 977 19.2
22年 10月期第3四半期 14,032 1.8 1,368 61.6 1,391 75.7 819 96.4

 

 
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3四半期 148.17 ― 
22年 10月期第3四半期 136.76 ― 

 
（２）連結財政状態 

 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3四半期 18,952 11,131 58.7 1,668.10
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3四半期 11,130 百万円 22年10月期 10,375 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   
22年 10月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00   
23年 10月期 ― 15.00 ―   

23年 10月期(予想)   20.00 35.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ： 有 

詳細につきましては本日（平成23年9月5日）公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
 
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、対前期増減率） 

 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 20,000 7.5 1,950 10.2 2,000 12.7 1,180 12.0 178.96

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 

詳細につきましては本日（平成23年9月5日）公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 



 

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。） 
 

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 

② ①以外の変更 ： 無 

（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） 
① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年10月期3Ｑ 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3Ｑ 5,015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3Ｑ 6,593,798株 22年10月期3Ｑ 5,995,063株

 
 
※ 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。 

 

 



 

 
（参考）個別業績の概要 
平成23年10月期の個別業績予想（平成22年11月1日～平成23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 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 19,000 11.5 1,740 12.5 1,870 15.7 1,120 17.4 169.86

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 

詳細につきましては本日（平成23年9月5日）公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四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、一部景気に持ち直しに向けた動きが見られたものの、雇用情勢の持ち直しの鈍化、海外景気の下振れ、デフ

レの影響などの悪化懸念が残っており、経済全体の先行きは不透明な状況が続きました。 

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、当第３四半期連結累計期間の売上高は159億35百万円（前年同四半期比13.6％増）、営業利益15億68

百万円（前年同四半期比14.7％増）、経常利益16億37百万円（前年同四半期比17.6％増）となり、当第３四半期純

利益は９億77百万円（前年同四半期比19.2％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、合成樹脂原料価格の急激な上昇に伴い、製品価格への転嫁を急ぐ状況の

なか、拡大戦略製品を中心に積極的な営業活動を継続し、売上高及び収益確保に努める一方、売上原価率の低減及

び販売管理費の削減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、

収益性を重視した営業活動を強化し業績は回復基調にあります。在中国の子会社「青島萩原工業有限公司」の業績

は概ね順調に推移しました。 

  

[機械製品事業] 

機械製品事業におきましては、二次電池材料用途の需要増加により、スリッター関連機器の需要も増加し、受注

量は増加傾向にありますが、開発要素が高く、戦略的な開発と生産革新による競争優位性の確保に努めてまいりま

した。一方では、既存顧客へのインシェア拡大、新規顧客開拓、新興国向け製品開発及び「Convertech 

China2011」など中国国際展覧会に出展するなど積極的に取組んでまいりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は189億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億90百万円の増加と

なりました。 

資産では、流動資産が受取手形及び売掛金の増加等により10億46百万円増加し、固定資産は無形固定資産が増加

したこと等により、44百万円増加しました。 

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６億62百万円増加し、固定負債は長期借入金の約定返

済等により３億27百万円減少しました。 

純資産は、利益剰余金の増加等により７億55百万円増加しました。 

  

（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、平成23年９月５日公表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」のと

おり修正しております。 

なお、業績予想は、同資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しており、実際の業績は今後様々

な要因によって予想数値と異なる場合があります。  

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３四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 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、当第３四半期連結累計期間の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３四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３四半期連結会計期間末
(平成23年７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 1,504,899 1,924,054

受取手形及び売掛金 5,612,882 4,560,790

商品及び製品 981,568 782,258

仕掛品 1,665,805 1,655,326

原材料及び貯蔵品 736,032 550,286

その他 616,812 596,336

貸倒引当金 △11,865 △9,418

流動資産合計 11,106,135 10,059,634

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,937,686 2,072,464

機械装置及び運搬具（純額） 1,667,838 1,723,028

工具、器具及び備品（純額） 130,040 111,351

土地 2,304,479 2,304,479

建設仮勘定 72,986 64,000

有形固定資産合計 6,113,030 6,275,324

無形固定資産   

のれん 26,076 39,669

その他 154,020 34,873

無形固定資産合計 180,097 74,542

投資その他の資産   

保険積立金 1,069,262 1,041,461

その他 506,811 438,088

貸倒引当金 △22,442 △27,048

投資その他の資産合計 1,553,631 1,452,502

固定資産合計 7,846,759 7,802,369

資産合計 18,952,895 17,862,004
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年７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 3,035,205 2,304,838

短期借入金 1,346,635 1,342,313

未払法人税等 315,480 478,151

賞与引当金 240,943 413,680

製品保証引当金 28,651 17,224

その他 1,470,139 1,217,988

流動負債合計 6,437,055 5,774,196

固定負債   

長期借入金 881,176 1,261,896

退職給付引当金 202,570 149,852

役員退職慰労引当金 223,789 236,792

その他 76,933 63,407

固定負債合計 1,384,468 1,711,948

負債合計 7,821,524 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 9,254,274 8,475,064

自己株式 △2,752 △2,722

株主資本合計 11,416,038 10,636,858

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 484 △2,598

繰延ヘッジ損益 △5,724 △3,812

為替換算調整勘定 △279,848 △254,988

評価・換算差額等合計 △285,088 △261,399

少数株主持分 420 400

純資産合計 11,131,370 10,375,859

負債純資産合計 18,952,895 17,862,004
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（２）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21年11月１日 
 至 平成22年７月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年11月１日 
 至 平成23年７月31日) 

売上高 14,032,956 15,935,511

売上原価 10,094,707 11,579,993

売上総利益 3,938,248 4,355,517

販売費及び一般管理費 2,570,143 2,786,754

営業利益 1,368,105 1,568,762

営業外収益   

受取利息 1,747 1,667

受取配当金 1,226 1,261

受取保険金 102,186 96,655

その他 28,888 24,506

営業外収益合計 134,049 124,091

営業外費用   

支払利息 36,406 24,961

売上割引 22,110 23,857

為替差損 26,372 －

その他 25,601 6,759

営業外費用合計 110,491 55,578

経常利益 1,391,663 1,637,275

特別利益   

固定資産売却益 4,169 995

貸倒引当金戻入額 － 4,605

特別利益合計 4,169 5,601

特別損失   

固定資産除却損 3,968 8,234

固定資産売却損 49 －

投資有価証券評価損 824 －

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 4,843 20,984

税金等調整前四半期純利益 1,390,990 1,621,892

法人税等 571,037 644,827

少数株主損益調整前四半期純利益 － 977,064

少数株主利益 72 40

四半期純利益 819,880 977,024
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年７月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年11月１日 
 至 平成23年７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 1,390,990 1,621,892

減価償却費 560,456 584,043

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 14,801 13,592

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,004 △2,158

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,149 55,942

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △93,458 △13,003

受取利息及び受取配当金 △2,974 △2,929

支払利息 36,406 24,961

固定資産除売却損益（△は益） △151 7,238

売上債権の増減額（△は増加） △716,194 △1,055,432

たな卸資産の増減額（△は増加） △286,926 △411,987

仕入債務の増減額（△は減少） 95,706 802,253

その他 57,455 △37,024

小計 1,089,265 1,600,138

利息及び配当金の受取額 3,016 2,924

利息の支払額 △40,659 △24,224

法人税等の支払額 △262,620 △807,909

営業活動によるキャッシュ・フロー 789,002 770,929

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） 36,730 －

有形固定資産の取得による支出 △436,804 △541,459

有形固定資産の売却による収入 6,774 5,282

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 9,289 6,223

保険積立金の増減額（△は増加） 97,334 △27,801

その他 △17 △76,307

投資活動によるキャッシュ・フロー △286,692 △640,415

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） △252,851 196,107

長期借入れによる収入 408,480 122,565

長期借入金の返済による支出 △805,078 △672,798

自己株式の取得による支出 △92 △29

配当金の支払額 △163,856 △198,152

財務活動によるキャッシュ・フロー △813,398 △552,308

現金及び現金同等物に係る換算差額 14,061 2,880

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △297,026 △418,915

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 1,364,194 1,330,139
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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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