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1. 平成26年10月期第3四半期の連結業績（平成25年11月1日～平成26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 ％

26年10月期第3四半期 16,397 4.6 1,606 5.9 1,593 0.4 1,003 0.9
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

（注）包括利益 26年10月期第3四半期 1,066百万円 （△25.7％） 25年10月期第3四半期 1,435百万円 （24.1％）

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

26年10月期第3四半期 134.80 ―
25年10月期第3四半期 150.87 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年10月期第3四半期 22,875 15,628 68.3
25年10月期 22,559 14,860 65.9
（参考）自己資本 26年10月期第3四半期 15,627百万円 25年10月期 14,859百万円

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

25年10月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00
26年10月期 ― 20.00 ―
26年10月期（予想） 20.00 40.00

3. 平成26年10月期の連結業績予想（平成25年11月 1日～平成26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 22,300 2.8 2,400 16.7 2,400 12.9 1,420 6.7 190.76



(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「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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 ： 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） 26年10月期3Q 7,448,800 株 25年10月期 7,448,800 株
② 期末自己株式数 26年10月期3Q 5,015 株 25年10月期 5,015 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年10月期3Q 7,443,785 株 25年10月期3Q 6,593,785 株
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（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつ

あり、緩やかな回復基調が続くものの、海外景気の下振れ懸念等不透明感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「販売力強化へ主要戦略を結集し遂行す」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、売上高163億97百万円(前年同四半期比4.6％増）、営業利益16億６百万円（前年同四半期比5.9％

増）、経常利益15億93百万円（前年同四半期比0.4％増）、当第３四半期純利益10億３百万円（前年同四半期比

0.9％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、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動による需要の変動があった

ものの、その後の景気回復基調を受けて、コンクリート補強繊維、人工芝原糸を中心とした産業資材、シート、ラ

ミネートクロスの売上は前年同四半期に比べ増加いたしました。一方、利益面においては、円安に伴う仕入商品、

原材料等の輸入価格上昇による厳しい状況のなか、経費削減に努め増益となりました。

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、現地市場での競争

激化に伴う低収益製品からの撤退により減収となり、また労務費の上昇等により減益となりました。

中国の子会社「青島萩原工業有限公司」は、輸出シートの販売価格の下落、労務費の上昇が続いており、減益と

なりました。

その結果、売上高133億83百万円(前年同四半期比6.8％増）、営業利益13億38百万円（前年同四半期比13.0％

増）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特殊コーティング用紙や機能性フィルム貼

り合わせ（ラミネート機構付）用のスリッター機の開発費用が嵩み、収益が低下しました。また、東南アジア向け

機械は、安価な海外製との競争により採算が悪化しました。

その結果、売上高30億13百万円(前年同四半期比4.2％減）、営業利益２億67百万円（前年同四半期比19.7％減）

となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の総資産は228億75百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億15百万円の増加と

なりました。

資産では、流動資産が現金及び預金の増加等により２億32百万円増加し、固定資産は無形固定資産が増加したこ

と等により、82百万円増加しました。

負債では、流動負債が短期借入金及び賞与引当金の減少等により２億87百万円減少し、固定負債は長期借入金の

減少等により１億64百万円減少しました。

純資産は、利益剰余金の増加等により、７億68百万円増加しました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成25年12月９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。

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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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25年10月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,326,124 3,567,010

受取手形及び売掛金 5,878,892 5,981,726

商品及び製品 1,031,928 1,052,784

仕掛品 1,867,184 1,954,732

原材料及び貯蔵品 905,211 773,711

その他 749,570 661,457

貸倒引当金 △2,524 △2,068

流動資産合計 13,756,388 13,989,354

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,246,845 2,152,214

機械装置及び運搬具（純額） 2,140,156 2,121,136

工具、器具及び備品（純額） 71,290 87,105

土地 2,271,892 2,271,892

建設仮勘定 110,428 87,112

有形固定資産合計 6,840,613 6,719,461

無形固定資産

その他 153,040 254,937

無形固定資産合計 153,040 254,937

投資その他の資産

保険積立金 1,184,761 1,269,887

その他 624,995 641,762

貸倒引当金 △40 △40

投資その他の資産合計 1,809,716 1,911,609

固定資産合計 8,803,371 8,886,007

資産合計 22,559,759 22,875,361

萩原工業㈱　（7856）　平成26年10月期 第３四半期決算短信

－ 3 －



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年10月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年７月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,817,426 2,808,785

短期借入金 1,440,806 1,105,477

未払法人税等 285,283 246,649

賞与引当金 445,122 244,413

製品保証引当金 51,509 51,846

その他 1,058,483 1,353,512

流動負債合計 6,098,631 5,810,684

固定負債

長期借入金 766,995 619,109

退職給付引当金 544,014 507,760

役員退職慰労引当金 234,531 250,747

その他 55,565 58,511

固定負債合計 1,601,106 1,436,128

負債合計 7,699,738 7,246,813

純資産の部

株主資本

資本金 1,778,385 1,778,385

資本剰余金 1,393,185 1,393,185

利益剰余金 11,592,948 12,298,628

自己株式 △2,752 △2,752

株主資本合計 14,761,767 15,467,446

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 17,702 21,439

繰延ヘッジ損益 8,756 5,064

為替換算調整勘定 70,974 133,709

その他の包括利益累計額合計 97,434 160,214

少数株主持分 819 887

純資産合計 14,860,021 15,628,548

負債純資産合計 22,559,759 22,875,361
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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24年11月１日
至 平成25年７月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年11月１日
至 平成26年７月31日)

売上高 15,672,937 16,397,176

売上原価 11,442,923 12,189,726

売上総利益 4,230,013 4,207,449

販売費及び一般管理費 2,712,613 2,601,281

営業利益 1,517,399 1,606,168

営業外収益

受取利息 1,571 1,661

受取配当金 1,668 1,876

受取保険金 100,510 52,154

その他 27,409 25,308

営業外収益合計 131,159 81,001

営業外費用

支払利息 15,926 13,213

売上割引 23,533 25,551

為替差損 9,217 18,712

一部指定関連費用 － 21,853

その他 11,700 14,044

営業外費用合計 60,377 93,375

経常利益 1,588,181 1,593,794

税金等調整前四半期純利益 1,588,181 1,593,794

法人税等 593,272 590,324

少数株主損益調整前四半期純利益 994,908 1,003,469

少数株主利益 73 38

四半期純利益 994,835 1,003,430
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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24年11月１日
至 平成25年７月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年11月１日
至 平成26年７月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 994,908 1,003,469

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 10,925 3,737

繰延ヘッジ損益 17,035 △3,692

為替換算調整勘定 412,415 62,765

その他の包括利益合計 440,377 62,809

四半期包括利益 1,435,285 1,066,278

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,435,043 1,066,210

少数株主に係る四半期包括利益 242 68
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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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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