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1.  平成25年10月期第2四半期の連結業績（平成24年11月1日～平成25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 ％

25年10月期第2四半期 10,561 4.5 1,149 0.8 1,207 3.7 748 6.9
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

（注）包括利益 25年10月期第2四半期 1,097百万円 （36.0％） 24年10月期第2四半期 806百万円 （26.0％）

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

25年10月期第2四半期 113.51 ―
24年10月期第2四半期 106.18 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年10月期第2四半期 21,278 13,331 62.6
24年10月期 19,517 12,399 63.5
（参考） 自己資本 25年10月期第2四半期 13,330百万円 24年10月期 12,398百万円

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 ： 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

24年10月期 ― 20.00 ― 25.00 45.00
25年10月期 ― 20.00
25年10月期（予想） ― 20.00 40.00

3. 平成25年10月期の連結業績予想（平成24年11月 1日～平成25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 21,800 4.8 2,300 4.2 2,300 1.4 1,350 3.2 204.74



(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。

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 有
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年10月期2Q 6,598,800 株 24年10月期 6,598,800 株
② 期末自己株式数 25年10月期2Q 5,015 株 24年10月期 5,015 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年10月期2Q 6,593,785 株 24年10月期2Q 6,593,785 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、一部に弱さが残るものの、政権交代にともなう金融緩和政

策により、円安・株高が進行し、景気回復への持ち直しの動きがみられます。一方、海外景気の下振れリスクは依

然として残り、雇用・所得環境の先行き等不確実性は高い状態が続いております。

このような状況のもと、当社グループにおきましては、「新たな創業を牽引する新製品開発を全社員参加で遂行

す」をスローガンに掲げ、中期経営計画（ＭＩ５３）に基づき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105億61百万円（前年同四半期比4.5％増）、営業利益11億49百

万円（前年同四半期比0.8％増）、経常利益12億７百万円（前年同四半期比3.7％増）となり、当第２四半期純利益

は７億48百万円（前年同四半期比6.9％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、円安の進行に伴う原材料及び輸入商品の価格上昇分の転嫁に努めてまい

りました。このような状況のもと、自社製品の拡販、新規販売先の開拓を展開するとともに、生産効率の改善やロ

ス削減に注力いたしました。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」におきま

しては、人件費が上昇するなか、海外向け及びインドネシア国内市場向け製品に関する設備投資を進め増収を図っ

てまいりました。中国の子会社「青島萩原工業有限公司」におきましては、業績は概ね順調に推移いたしました。

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は82億88百万円（前年同四半期比1.0％増）、営業利益８億55百

万円（前年同四半期比4.4％減）となりました。

[機械製品事業]

機械製品事業におきましては、主力製品であるスリッター関連機器は液晶テレビの国内市場縮小に伴い、中国・

新興国へマーケットが移るなか、国内の設備投資は慎重となり低価格化と短納期対応など厳しい事業環境が続きま

したが、機能性追求とコスト削減に取組みました。

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は22億73百万円（前年同四半期比19.3％増）、営業利益２億93百

万円（前年同四半期比19.6％増）となりました。

（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212億78百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億60百万円の増加と

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13億12百万円増加し、固定資産は有形固定資産

が増加したこと等により、４億48百万円増加しました。

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３億71百万円増加し、固定負債は長期借入金の増加等

により４億56百万円増加しました。

純資産は、利益剰余金の増加等により、９億32百万円増加しました。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

平成24年12月10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。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年11月１日以後に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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該当事項はありません。

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年10月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,108,301 2,358,323

受取手形及び売掛金 5,103,775 5,417,199

商品及び製品 975,973 1,134,585

仕掛品 1,617,003 1,894,061

原材料及び貯蔵品 559,269 846,611

その他 850,701 871,562

貸倒引当金 △5,957 △989

流動資産合計 11,209,068 12,521,354

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,266,150 2,313,349

機械装置及び運搬具（純額） 1,543,529 1,791,966

工具、器具及び備品（純額） 92,987 79,762

土地 2,271,892 2,271,892

建設仮勘定 250,901 430,629

有形固定資産合計 6,425,462 6,887,600

無形固定資産

のれん 7,450 －

その他 159,008 143,612

無形固定資産合計 166,459 143,612

投資その他の資産

保険積立金 1,194,405 1,143,595

その他 530,853 590,969

貸倒引当金 △8,512 △8,512

投資その他の資産合計 1,716,747 1,726,052

固定資産合計 8,308,668 8,757,265

資産合計 19,517,737 21,278,619
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年10月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年４月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,264,330 2,927,246

短期借入金 1,312,231 1,340,822

未払法人税等 513,572 444,305

賞与引当金 467,592 440,997

製品保証引当金 41,118 48,759

その他 1,347,989 1,116,423

流動負債合計 5,946,834 6,318,553

固定負債

長期借入金 473,404 880,482

退職給付引当金 350,365 463,310

役員退職慰労引当金 283,286 221,912

その他 64,615 62,615

固定負債合計 1,171,671 1,628,320

負債合計 7,118,506 7,946,874

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 10,558,293 11,141,893

自己株式 △2,752 △2,752

株主資本合計 12,720,058 13,303,657

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,014 19,655

繰延ヘッジ損益 946 38,011

為替換算調整勘定 △325,386 △30,360

その他の包括利益累計額合計 △321,426 27,307

少数株主持分 598 780

純資産合計 12,399,230 13,331,745

負債純資産合計 19,517,737 21,278,619
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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23年11月１日
至 平成24年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年11月１日
至 平成25年４月30日)

売上高 10,108,731 10,561,770

売上原価 7,163,178 7,609,155

売上総利益 2,945,553 2,952,614

販売費及び一般管理費 1,805,196 1,803,067

営業利益 1,140,357 1,149,547

営業外収益

受取利息 6,570 1,182

受取配当金 406 368

受取保険金 50,947 77,753

その他 15,909 17,854

営業外収益合計 73,835 97,159

営業外費用

支払利息 13,838 10,806

売上割引 15,883 16,157

為替差損 11,238 2,054

その他 8,398 9,814

営業外費用合計 49,359 38,833

経常利益 1,164,833 1,207,873

税金等調整前四半期純利益 1,164,833 1,207,873

法人税等 464,658 459,378

少数株主損益調整前四半期純利益 700,174 748,494

少数株主利益 55 50

四半期純利益 700,119 748,444
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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23年11月１日
至 平成24年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年11月１日
至 平成25年４月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 700,174 748,494

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 4,183 16,641

繰延ヘッジ損益 △1,224 37,065

為替換算調整勘定 103,647 295,157

その他の包括利益合計 106,607 348,865

四半期包括利益 806,782 1,097,359

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 806,686 1,097,177

少数株主に係る四半期包括利益 95 181
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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23年11月１日
至 平成24年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年11月１日
至 平成25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 1,164,833 1,207,873

減価償却費 377,674 373,829

のれん償却額 7,450 7,450

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18,708 △4,968

退職給付引当金の増減額（△は減少） 65,818 92,864

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,968 △61,374

受取利息及び受取配当金 △6,977 △1,551

支払利息 13,838 10,806

売上債権の増減額（△は増加） 169,076 △251,893

たな卸資産の増減額（△は増加） △661,757 △574,314

仕入債務の増減額（△は減少） 685,476 488,055

その他 191,619 31,999

小計 1,990,314 1,318,778

利息及び配当金の受取額 6,379 1,503

利息の支払額 △12,820 △11,747

法人税等の支払額 △493,526 △516,485

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,490,346 792,048

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 27,259

有形固定資産の取得による支出 △569,078 △576,350

有形固定資産の売却による収入 2,588 546

投資有価証券の取得による支出 － △3,000

保険積立金の増減額（△は増加） △48,761 50,810

その他 △40,307 △6,052

投資活動によるキャッシュ・フロー △710,559 △506,788

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） 91,248 △127,324

長期借入れによる収入 274,750 527,240

長期借入金の返済による支出 △322,694 △271,530

配当金の支払額 △132,246 △165,218

財務活動によるキャッシュ・フロー △88,942 △36,832

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,862 17,673

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 696,707 266,100

現金及び現金同等物の期首残高 1,238,219 1,801,101

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,934,926 2,067,202
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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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