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

25年10月期第1四半期 8,498 △11.1 107 △68.4 169 △55.7 85 △75.0
24年10月期第1四半期 9,554 △13.1 340 △54.7 383 △53.2 343 △28.0

（注）包括利益 25年10月期第1四半期 347百万円 （△9.2％） 24年10月期第1四半期 382百万円 （△25.5％）

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1四半期 8.60 ―
24年10月期第1四半期 34.45 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年10月期第1四半期 32,105 22,483 69.3
24年10月期 33,822 22,534 66.0
（参考） 自己資本   25年10月期第1四半期  22,244百万円 24年10月期  22,308百万円

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 ― 0.00 ― 40.00 40.00
25年10月期 ―
25年10月期（予想） 0.00 ― 45.00 45.00

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 19,700 △6.9 860 △39.5 890 △41.1 520 △48.7 52.11
通期 41,700 0.3 2,150 △12.1 2,150 △17.5 1,280 △20.8 128.27



(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  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

詳細は、添付資料４ページ「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であります。尚、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
に基づく四半期財務諸表のレビュー手続き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、本資料の発表日現在において、当社が入手している情報および合理的であると判断する前提
に基づいており、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。 
 尚、業績予想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下
さい。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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   ：  有
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1Q 10,533,200 株 24年10月期 10,533,200 株
② 期末自己株式数 25年10月期1Q 554,592 株 24年10月期 554,547 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年10月期1Q 9,978,625 株 24年10月期1Q 9,978,699 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

 

【全 体 業 績】 

当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災からの復興需要や昨年12月の政

権交代における経済政策の期待感による円安基調など、緩やかな景気回復基調が見られたも

のの、欧州各国の財政問題に対する長期化懸念や中国をはじめとする新興国の経済成長の減

速などにより、経済環境は依然として先行き不透明な状況が続いております。 

このような状況の中、機械製造販売事業におきましては、海外向け機械売上と部品・修理

売上および国内官需向け部品・修理売上が減少し、化学工業製品販売事業におきましては、

国内機能材料分野、同工業材料分野の売上が減少したことに加え、香港の成形機販売におい

て前年同期からの反動減がありました。また、利益面につきましては、両事業に係る減収を

主因として減益となったほか、前年同期において実効税率の引き下げに伴う法人税等調整額

の減額があったことによる反動等を要因として総じて利益が減少しました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は前年同期比11.1％減の8,498百万円、

営業利益は前年同期比68.4％減の107百万円、経常利益は前年同期比55.7％減の169百万円、

四半期純利益は前年同期比75.0％減の85百万円となりました。 

 

【セグメント別業績】 

（機械製造販売事業） 

機械製造販売事業では、北米の油井掘削向け遠心機械の受注が遅れたことにより、販売が

減少したほか、インドやその他海外向け部品・修理の販売も減少しました。また、国内官需

向け部品・修理の販売も減少したため、当四半期連結累計期間の売上高は前年同期を22.7％

下回る1,550百万円となりました。利益面につきましては、海外向け部品・修理の販売で売上

総利益率の改善がみられましたが、事業全体の売上高減少を背景に前年同期の損益が均衡す

る状態（+0百万円）から62百万円の営業損失となりました。 

（化学工業製品販売事業） 

化学工業製品販売事業では、化成品分野の紫外線硬化樹脂販売が堅調に推移しましたが、

機能材料分野では半導体製造用途向けセラミックスの販売が需要減少により伸び悩み、工業

材料分野では鉄鋼向け添加材等の販売が不振であったことに加え、香港の成形機販売におい

て前年同期からの反動減がありました。これらの結果、当四半期連結累計期間の売上高は前

年同期を8.0％下回る6,947百万円となりました。 

利益面につきましては、香港の販売不振や機能材料分野の利益率の低下が、事業全体の売

上総利益の減少に影響したため、営業利益は前年同期を50.1％下回る169百万円となりました。 
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(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

 

【資産、負債及び純資産の状況】 

当第１四半期連結会計期間末の資産は、売上債権が大幅に減少したことに加え、納税や賞

与支給、配当金支払いなどによって現金及び預金が減少したことにより、流動資産が減少し

たため、株価上昇による投資有価証券の評価益などにより固定資産が僅かに増加したものの、

全体では前連結会計年度末（平成24年10月末）の残高を1,716百万円（5.1％）下回る32,105

百万円となりました。 

他方で負債は、支払債務、賞与引当金、未払法人税等の大幅減を受けて流動負債が大きく

減少したため、繰延税金負債の増加により固定負債が増加したものの、全体では前連結会計

年度末対比1,664百万円（14.7％）減の9,622百万円となりました。 

また、純資産については、四半期純利益が85百万円となり、円安により為替換算調整勘定

が増加したものの、配当金の支払い399百万円があったため、全体では前連結会計年度末対比

51百万円（0.2％）下回る22,483百万円となりました。 

以上から、当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は、前連結会計年度末と比

較して3.3ポイント上昇して69.3％となっています。 

 

【キャッシュ・フローの状況】 

当第１四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて 

4,448百万円減少して3,014百万円となりました。ここに至る当第１四半期連結累計期間中の

キャッシュ・フローの状況とその変動要因は以下のとおりです。 

（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が169百万円となり、売上債権が2,060百万円減少した一方で、

棚卸資産が717百万円増加し、仕入債務が754百万円減少したことに加え、法人税等の支払額

と賞与引当金の減少額が夫々581百万円と681百万円に及んだため、全体では559百万円の支出

となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

定期預金への預入による3,700百万円の支出を主因として、全体では3,649百万円の支出と

なりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

配当金の支払い399百万円を主因として、全体で403百万円の支出となりました。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、平成24年12月12日に公表しました数値を修正しております。

内容につきましては、平成25年３月４日に公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

 

(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 

該当事項はありません。 

 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(会計方針の変更) 

当社及び連結子会社における原材料の評価方法は、従来、主として先入先出法による原

価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっておりま

したが、当第１四半期連結会計期間より移動平均法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。この変更は、市場における原材料価格

の変動等により受ける影響を平準化し、より適正な原材料の評価及び期間損益計算を行うこ

とを目的として、システムの再構築を契機に行ったものであります。 

尚、この変更による影響額は軽微であり、遡及適用は行っておりません。 

 

(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) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第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は、改正後の法人税法に基づく減価

償却の方法に変更しております。 

尚、これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 
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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24年10月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,463,174 6,714,441

受取手形及び売掛金 13,303,606 11,483,724

商品及び製品 3,392,880 3,571,034

仕掛品 866,726 1,424,916

原材料及び貯蔵品 943,399 1,086,982

繰延税金資産 567,855 500,189

その他 243,152 206,189

貸倒引当金 △11,236 △5,436

流動資産合計 26,769,560 24,982,042

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,350,890 2,372,523

減価償却累計額 △1,421,955 △1,448,091

建物及び構築物（純額） 928,934 924,432

機械装置及び運搬具 3,578,358 3,800,587

減価償却累計額 △2,801,629 △2,940,300

機械装置及び運搬具（純額） 776,729 860,286

土地 922,024 922,024

リース資産 40,902 40,902

減価償却累計額 △34,864 △37,064

リース資産（純額） 6,038 3,838

建設仮勘定 2,622,040 2,540,500

その他 1,025,652 1,042,155

減価償却累計額 △949,624 △968,088

その他（純額） 76,027 74,067

有形固定資産合計 5,331,794 5,325,149

無形固定資産 225,021 223,575

投資その他の資産   

投資有価証券 606,190 716,920

差入保証金 384,158 292,271

繰延税金資産 29,578 27,555

その他 522,582 584,965

貸倒引当金 △46,779 △46,777

投資その他の資産合計 1,495,730 1,574,935

固定資産合計 7,052,546 7,123,660

資産合計 33,822,106 32,105,702
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,956,704 6,487,519

短期借入金 630,376 703,856

リース債務 7,216 5,307

未払金 527,111 489,844

未払法人税等 590,898 18,632

前受金 73,789 80,096

賞与引当金 1,074,756 396,853

役員賞与引当金 70,431 16,466

製品補償損失引当金 194,363 131,455

その他 234,504 311,980

流動負債合計 10,360,153 8,642,013

固定負債   

長期借入金 41,750 44,821

リース債務 775 102

退職給付引当金 38,942 43,838

役員退職慰労引当金 29,600 18,680

繰延税金負債 815,962 873,202

固定負債合計 927,031 980,645

負債合計 11,287,185 9,622,658

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,061,210 1,061,210

資本剰余金 1,483,410 1,483,410

利益剰余金 20,396,505 20,083,133

自己株式 △363,393 △363,462

株主資本合計 22,577,731 22,264,290

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 23,172 98,092

繰延ヘッジ損益 525 △293

為替換算調整勘定 △293,239 △117,878

その他の包括利益累計額合計 △269,541 △20,080

少数株主持分 226,731 238,833

純資産合計 22,534,921 22,483,044

負債純資産合計 33,822,106 32,105,702
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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23年11月１日 
 至 平成24年１月31日) 

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

売上高 9,554,431 8,498,147

売上原価 7,677,543 6,807,795

売上総利益 1,876,888 1,690,352

販売費及び一般管理費 1,536,835 1,582,806

営業利益 340,052 107,546

営業外収益   

受取利息 3,803 4,536

受取配当金 5,752 5,729

受取賃貸料 2,963 2,377

為替差益 23,861 44,714

その他 14,246 14,167

営業外収益合計 50,627 71,525

営業外費用   

支払利息 2,108 3,399

手形売却損 17 17

売上割引 1,267 3,258

その他 3,413 2,515

営業外費用合計 6,806 9,190

経常利益 383,873 169,881

特別利益   

投資有価証券売却益 736 －

持分変動利益 6,780 －

特別利益合計 7,516 －

特別損失   

固定資産除却損 4,614 －

投資有価証券評価損 582 －

特別損失合計 5,197 －

税金等調整前四半期純利益 386,193 169,881

法人税、住民税及び事業税 17,287 12,645

法人税等調整額 33,097 95,655

法人税等合計 50,384 108,300

少数株主損益調整前四半期純利益 335,808 61,580

少数株主損失（△） △7,930 △24,193

四半期純利益 343,738 85,773
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 四半期連結包括利益計算書 
 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23年11月１日 
 至 平成24年１月31日) 

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

少数株主損益調整前四半期純利益 335,808 61,580

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 4,595 74,919

繰延ヘッジ損益 △819 △819

為替換算調整勘定 42,913 211,657

その他の包括利益合計 46,689 285,757

四半期包括利益 382,498 347,337

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 386,712 335,235

少数株主に係る四半期包括利益 △4,214 12,102
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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23年11月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年11月１日 
 至 平成25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 386,193 169,881

減価償却費 86,804 92,651

賞与引当金の増減額（△は減少） △693,444 △681,034

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △43,501 △53,964

製品補償損失引当金の増減額（△は減少） 60,835 △62,907

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,189 4,463

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,160 △10,920

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17,727 △5,802

投資有価証券評価損益（△は益） 582 －

受取利息及び受取配当金 △9,555 △10,266

支払利息 2,108 3,399

為替差損益（△は益） 1,912 △38,065

投資有価証券売却損益（△は益） △736 －

持分変動損益（△は益） △6,780 －

固定資産除却損 4,614 －

売上債権の増減額（△は増加） △59,102 2,060,694

たな卸資産の増減額（△は増加） △748,027 △717,278

仕入債務の増減額（△は減少） 205,501 △754,973

未払金の増減額（△は減少） 76,895 △43,924

前受金の増減額（△は減少） 292,755 4,344

未払消費税等の増減額（△は減少） △43,168 26,325

その他 119,922 32,865

小計 △384,886 15,487

利息及び配当金の受取額 9,053 10,043

利息の支払額 △2,119 △4,075

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △545,449 △581,196

営業活動によるキャッシュ・フロー △923,402 △559,741

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △3,100,000 △3,700,000

有形固定資産の取得による支出 △92,444 △33,338

無形固定資産の取得による支出 △26,495 △102

投資有価証券の売却による収入 1,527 －

投資有価証券の取得による支出 △5,903 △4,095

貸付金の回収による収入 783 1,573

貸付けによる支出 △1,360 △2,040

差入保証金の増減額（△は増加） 1,878 89,821

その他 678 △1,522

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,221,336 △3,649,702
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年11月１日 
 至 平成24年１月31日) 

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

財務活動によるキャッシュ・フロー   

少数株主からの払込みによる収入 38,893 －

短期借入金の純増減額（△は減少） 77,420 －

リース債務の返済による支出 △4,673 △2,583

長期借入金の返済による支出 － △2,130

自己株式の取得による支出 － △68

配当金の支払額 △399,147 △399,146

財務活動によるキャッシュ・フロー △287,507 △403,928

現金及び現金同等物に係る換算差額 14,094 164,640

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,418,152 △4,448,732

現金及び現金同等物の期首残高 7,296,554 7,463,174

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,878,402 3,014,441
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5)  セグメント情報等 

【セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自  平成23年11月１日  至  平成24年１月31日） 

１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円） 

 
報告セグメント 四半期連結 

損益計算書 
計上額 機械製造販売 化学工業製品販売 計 

売上高  

  外部顧客への売上高 2,006,106 7,548,325 9,554,431 9,554,431

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － －

計 2,006,106 7,548,325 9,554,431 9,554,431

セグメント利益 320 339,732 340,052 340,052

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算の営業利益と一致しております。 

 

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

１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円） 

 
報告セグメント 四半期連結 

損益計算書 
計上額 機械製造販売 化学工業製品販売 計 

売上高  

  外部顧客への売上高 1,550,214 6,947,933 8,498,147 8,498,147

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － －

計 1,550,214 6,947,933 8,498,147 8,498,147

セグメント利益又は損失
(△) 

△62,053 169,599 107,546 107,546

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算の営業利益と一致しております。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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４．(補足情報) 海外売上高 

 

前第１四半期連結累計期間（自 平成23年11月１日 至 平成24年１月31日） 

 

 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,432,362 523,555 1,955,918

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 9,554,431

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

15.0 5.5 20.5

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

(1) アジア・・・・・・中国・韓国・台湾・インドネシア 

(2) その他の地域・・・アメリカ・ヨーロッパ 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

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

 

 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,067,410 252,697 1,320,108

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 8,498,147

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

12.6 3.0 15.5

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

(1) アジア・・・・・・中国・韓国・台湾・インドネシア 

(2) その他の地域・・・アメリカ・ヨーロッパ 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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