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1.  平成25年10月期第3四半期の連結業績（平成24年11月1日～平成25年7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 ％

25年10月期第3四半期 15,672 1.8 1,517 △15.5 1,588 △13.2 994 △9.8
24年10月期第3四半期 15,389 △3.4 1,795 14.5 1,830 11.8 1,103 12.9

（注）包括利益 25年10月期第3四半期 1,435百万円 （24.1％） 24年10月期第3四半期 1,156百万円 （21.3％）

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3四半期 150.87 ―
24年10月期第3四半期 167.34 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年10月期第3四半期 21,159 13,537 64.0
24年10月期 19,517 12,399 63.5
（参考） 自己資本 25年10月期第3四半期 13,536百万円 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3Q 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3Q 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3Q 6,593,785 株 24年10月期3Q 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３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、デフレ脱却に向けた各種政策により、景気回復への明るい

兆しが見えるものの、海外景気の下振れリスクは依然として残り、予断を許さない状況が続いております。

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３四半期連結累計期間の売上高は156億72百万円（前年同四半期比1.8％増）、営業利益15億17百

万円（前年同四半期比15.5％減）、経常利益15億88百万円（前年同四半期比13.2％減）となり、当第３四半期純利

益は９億94百万円（前年同四半期比9.8％減）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、輸入競合品及び国内他社製品との競争が激化するなか、円安に伴う原材

料及び輸入商品の価格上昇分の転嫁が難しい状況が続いております。このような状況のもと、海外向けではコンク

リート補強繊維の拡販、国内向けでは既存製品からの新展開、新規販売先の開拓を進めるとともに、固定費及びロ

ス削減に継続し注力いたしましたが、利益は前年同四半期に比べ減少いたしました。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、インドネシア国内外向けともに増収となるもの

の、為替変動、労務費の上昇により利益の伸びは限定的となっております。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３四半期連結累計期間の売上高は125億28百万円（前年同四半期比1.1％増）、営業利益11億84百

万円（前年同四半期比12.3％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、スマートフォンやタブレット端末などに関連した、機能性フィルム加工用スリッ

ターは順調に推移しました。一方では、新規分野及び成長地域における事業拡大に取り組んでまいりましたが、開

発要素の高い案件の受注と価格競争の激化等の影響により、利益は減少いたしました。

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は31億44百万円（前年同四半期比4.8％増）、営業利益３億32百

万円（前年同四半期比25.1％減）となりました。

（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211億59百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億41百万円の増加と

なりました。

資産では、流動資産がたな卸資産の増加等により10億96百万円増加し、固定資産は有形固定資産が増加したこと

等により、５億44百万円増加しました。

負債では、未払法人税等の減少等により32百万円減少し、固定負債は長期借入金の増加等により５億35百万円増

加しました。

純資産は、利益剰余金及び為替換算調整勘定の増加等により、11億38百万円増加しました。

（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。

（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３四半期連結会計期間
(平成25年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,108,301 1,589,097

受取手形及び売掛金 5,103,775 5,442,517

商品及び製品 975,973 1,156,563

仕掛品 1,617,003 2,307,914

原材料及び貯蔵品 559,269 862,666

その他 850,701 949,613

貸倒引当金 △5,957 △2,367

流動資産合計 11,209,068 12,306,005

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,266,150 2,304,111

機械装置及び運搬具（純額） 1,543,529 2,169,093

工具、器具及び備品（純額） 92,987 75,434

土地 2,271,892 2,271,892

建設仮勘定 250,901 139,247

有形固定資産合計 6,425,462 6,959,779

無形固定資産

のれん 7,450 －

その他 159,008 142,633

無形固定資産合計 166,459 142,633

投資その他の資産

保険積立金 1,194,405 1,166,327

その他 530,853 584,493

貸倒引当金 △8,512 －

投資その他の資産合計 1,716,747 1,750,820

固定資産合計 8,308,668 8,853,234

資産合計 19,517,737 21,159,239
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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３四半期連結会計期間
(平成25年７月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,264,330 2,867,865

短期借入金 1,312,231 1,298,558

未払法人税等 513,572 116,677

賞与引当金 467,592 245,964

製品保証引当金 41,118 48,759

その他 1,347,989 1,336,156

流動負債合計 5,946,834 5,913,981

固定負債

長期借入金 473,404 906,766

退職給付引当金 350,365 512,471

役員退職慰労引当金 283,286 229,108

その他 64,615 59,115

固定負債合計 1,171,671 1,707,461

負債合計 7,118,506 7,621,443

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 11,256,408

自己株式 △2,752 △2,752

株主資本合計 12,720,058 13,418,173

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 13,939

繰延ヘッジ損益 946 17,981

為替換算調整勘定 △325,386 86,859

その他の包括利益累計額合計 △321,426 118,781

少数株主持分 598 841

純資産合計 12,399,230 13,537,796

負債純資産合計 19,517,737 21,159,239
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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23年11月１日
至 平成24年７月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年11月１日
至 平成25年７月31日)

売上高 15,389,204 15,672,937

売上原価 10,895,447 11,442,923

売上総利益 4,493,757 4,230,013

販売費及び一般管理費 2,698,160 2,712,613

営業利益 1,795,596 1,517,399

営業外収益

受取利息 7,006 1,571

受取配当金 1,639 1,668

受取保険金 70,591 100,510

その他 31,966 27,409

営業外収益合計 111,202 131,159

営業外費用

支払利息 19,015 15,926

売上割引 23,890 23,533

為替差損 21,753 9,217

その他 11,706 11,700

営業外費用合計 76,365 60,377

経常利益 1,830,433 1,588,181

税金等調整前四半期純利益 1,830,433 1,588,181

法人税等 726,946 593,272

少数株主損益調整前四半期純利益 1,103,487 994,908

少数株主利益 75 73

四半期純利益 1,103,411 994,835
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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23年11月１日
至 平成24年７月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年11月１日
至 平成25年７月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,103,487 994,908

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,898 10,925

繰延ヘッジ損益 △3,816 17,035

為替換算調整勘定 54,553 412,415

その他の包括利益合計 52,636 440,377

四半期包括利益 1,156,123 1,435,285

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,156,029 1,435,043

少数株主に係る四半期包括利益 94 242
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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