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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、輸出が欧州景気の持ち直しを背景に増加に転

じたものの、足許では株価・為替の不安定な動きの影響を受け企業の景況感や消費者マイン

ドが低迷している他、設備投資や住宅投資も勢いを欠き、加えて熊本地震の影響により景気

が下押しされる懸念があります。海外においては、米国経済の回復は力強さを欠き、中国の

調整は長引き、新興国・産油国の回復も遅れており、先行き不透明な情勢にあります。 

こうした情勢の下、当第２四半期連結累計期間における売上高は、機械製造販売事業、化

学工業製品販売事業の販売が共に減少したため、前年同期比1.2％減の19,847百万円となりま

した。利益面につきましては、化学工業製品販売事業が増益となりましたが、機械製造販売

事業が減益となったことにより営業利益が前年同期比1.7％減の918百万円、さらに、経常利

益では為替差損が発生したことから前年同期比32.0％減の789百万円となり、親会社株主に帰

属する四半期純利益については前年同期比45.2％減の505百万円となりました。 

 

セグメントの業績は、次のとおりです。 

(機械製造販売事業) 

機械製造販売事業では、国内官需向け機械、装置・工事および部品・修理、民需向け機械

の販売が堅調に推移しましたが、北米油井向けの機械、部品・修理の販売が減少したことか

ら、当四半期連結累計期間の売上高は前年同期に比べ1.3％減少し5,002百万円となりました。 

利益面につきましては、事業全体の売上高が減少したことに加えて一部在庫の減価処理を

行ったことを受け営業利益は前年同期に比べ72.1％減少し117百万円となりました。 

 

(化学工業製品販売事業) 

化学工業製品販売事業では、化成品分野のインキ向け樹脂原料や紫外線硬化樹脂、工業材

料分野の合金鉄製造用途向け電極、自動車および住宅・建設用途向け材料、機能材料分野の

半導体製造装置向けのセラミックス製品の販売が堅調に推移したものの、国内合成樹脂分野

の樹脂原料、電子材料分野の半導体製造用途向け搬送用トレイ、香港拠点による樹脂原料お

よび製品の販売が減少したことなどから、当四半期連結累計期間の売上高は前年同期に比べ

1.1％減少し14,845百万円となりました。 

利益面につきましては、収益性の良い商材の構成比率が高い工業材料分野、機能材料分野

の販売が伸長したことから、営業利益は前年同期に比べ56.1％増加し801百万円となりました。 

 

(2) 財政状態に関する説明 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の資産は、受取手形及び売掛金が506百万円減少し、投資有価

証券が171百万円減少した一方、現金及び預金が1,169百万円増加したことなどにより、前連

結会計年度末に比べ406百万円(1.2％)増加し34,747百万円となりました。 

負債は、賞与引当金が120百万円減少した一方、前受金の324百万円増加、未払法人税等の 
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194百万円増加などにより、前連結会計年度末に比べ363百万円(4.0％)増加し9,504百万円と

なりました。 

純資産については、その他有価証券評価差額金の減少や、円高の影響による海外子会社に

係る為替換算調整勘定が減少した一方、四半期純利益の計上による利益剰余金が増加したこ

と等により、前連結会計年度末に比べ43百万円(0.2％)増加し25,243百万円となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は、前連結会計年度末に

比べ0.8ポイント低下して72.6％となっています。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四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

530百万円減少し、4,764百万円となりました。ここに至る当第２四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789百万円となり、売上債権の398百万円減少、前受金の329百

万円増加などにより、1,580百万円の収入(前年同四半期連結累計期間比607百万円の収入の増

加)となりました。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

定期預金の預入による1,700百万円の支出を主因として、1,763百万円の支出(前年同四半期

連結累計期間比981百万円の支出の増加)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224百万円により、224百万円の支出(前年同四半期連結累計期間と同額)と

なりました。 

 

(3) 連結業績予想などの将来予測に関する説明 

平成28年10月期の連結業績予想につきましては、平成27年12月９日に「平成27年10月期 

決算短信〔日本基準〕(連結)」において公表しました連結業績予想から変更はありません。 
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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 

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)「連結財務諸表に関する会計基

準」(企業会計基準第22号)および「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第７号)等

を、第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更および少数株主持分

から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、

前第２四半期連結累計期間および前連結会計年度については、四半期連結財務諸表および連

結財務諸表の組替えを行っております。 

 

(4) 追加情報 

(法人税率の変更等による影響) 

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部

を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年

４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。 

これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の

32.26％から、平成28年11月１日から開始する連結会計年度および平成29年11月１日から開

始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.86％、平成30年11月１日か

ら開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.62％にそれぞれ変

更しております。 

この結果、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が60,188千円減少

しております。また、当連結会計年度に計上された法人税等調整額は56,375千円減少、その

他有価証券評価差額金は4,275千円、繰延ヘッジ損益は27千円増加し、退職給付に係る調整

累計額は490千円減少しております。 
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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27年10月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,295,280 6,464,286

受取手形及び売掛金 14,575,274 14,068,985

商品及び製品 2,883,186 3,072,235

仕掛品 1,428,858 1,193,518

原材料及び貯蔵品 814,139 830,757

繰延税金資産 415,636 433,404

その他 170,571 251,167

貸倒引当金 △5,309 △7,888

流動資産合計 25,577,638 26,306,466

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,414,855 4,400,004

減価償却累計額 △1,554,623 △1,609,826

建物及び構築物（純額） 2,860,232 2,790,178

機械装置及び運搬具 4,105,001 4,001,890

減価償却累計額 △3,469,389 △3,426,147

機械装置及び運搬具（純額） 635,612 575,743

土地 1,934,976 1,934,499

その他 1,094,601 1,075,152

減価償却累計額 △1,004,257 △993,904

その他（純額） 90,343 81,248

有形固定資産合計 5,521,164 5,381,669

無形固定資産 362,505 327,650

投資その他の資産

投資有価証券 1,189,880 1,018,573

差入保証金 83,645 94,285

退職給付に係る資産 1,506,899 1,527,391

その他 122,346 115,589

貸倒引当金 △22,775 △23,851

投資その他の資産合計 2,879,996 2,731,989

固定資産合計 8,763,665 8,441,309

資産合計 34,341,304 34,747,775
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年10月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年４月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,836,444 5,843,630

未払金 557,504 515,511

未払法人税等 182,965 377,931

前受金 105,602 430,141

賞与引当金 701,392 581,036

役員賞与引当金 42,374 17,670

製品補償損失引当金 122,478 119,140

その他 269,841 409,638

流動負債合計 7,818,605 8,294,702

固定負債

役員退職慰労引当金 5,460 5,460

退職給付に係る負債 54,052 57,945

繰延税金負債 1,262,702 1,145,917

固定負債合計 1,322,214 1,209,322

負債合計 9,140,820 9,504,024

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 22,313,936 22,595,229

自己株式 △363,591 △363,591

株主資本合計 24,494,965 24,776,258

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 330,518 210,464

繰延ヘッジ損益 748 △11,166

為替換算調整勘定 415,072 288,952

退職給付に係る調整累計額 △40,820 △20,758

その他の包括利益累計額合計 705,518 467,492

純資産合計 25,200,484 25,243,750

負債純資産合計 34,341,304 34,747,775
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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26年11月１日
　至 平成27年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年11月１日
　至 平成28年４月30日)

売上高 20,086,760 19,847,846

売上原価 15,891,770 15,863,415

売上総利益 4,194,989 3,984,431

販売費及び一般管理費 3,260,339 3,065,857

営業利益 934,650 918,573

営業外収益

受取利息 8,615 3,263

受取配当金 10,457 10,166

受取賃貸料 3,516 3,415

為替差益 197,408 －

その他 21,605 11,991

営業外収益合計 241,603 28,837

営業外費用

支払利息 758 63

支払手数料 7,987 7,995

売上割引 2,993 2,830

為替差損 － 144,664

その他 2,968 2,536

営業外費用合計 14,709 158,090

経常利益 1,161,544 789,321

特別利益

固定資産売却益 27,208 －

投資有価証券売却益 58,703 －

特別利益合計 85,911 －

税金等調整前四半期純利益 1,247,456 789,321

法人税、住民税及び事業税 274,921 362,699

法人税等調整額 49,491 △79,188

法人税等合計 324,412 283,511

四半期純利益 923,043 505,809

親会社株主に帰属する四半期純利益 923,043 505,809
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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26年11月１日
　至 平成27年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年11月１日
　至 平成28年４月30日)

四半期純利益 923,043 505,809

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 87,725 △120,053

繰延ヘッジ損益 △1,349 △11,915

為替換算調整勘定 168,631 △126,119

退職給付に係る調整額 △2,199 20,062

その他の包括利益合計 252,808 △238,026

四半期包括利益 1,175,852 267,783

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,175,852 267,783
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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26年11月１日
　至 平成27年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年11月１日
　至 平成28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 1,247,456 789,321

減価償却費 216,113 199,744

賞与引当金の増減額（△は減少） △128,041 △118,697

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,260 △24,704

製品補償損失引当金の増減額（△は減少） △93,373 △3,337

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 8,959 4,227

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △32,270 △20,492

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13,220 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,905 3,654

受取利息及び受取配当金 △19,073 △13,430

支払利息 758 63

為替差損益（△は益） △29,471 157,468

投資有価証券売却損益（△は益） △58,703 －

固定資産売却損益（△は益） △27,208 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,544,809 398,929

たな卸資産の増減額（△は増加） △369,661 △66,849

仕入債務の増減額（△は減少） △386,799 67,652

未払金の増減額（△は減少） 66,311 △40,370

前受金の増減額（△は減少） △364,336 329,270

その他 △57,337 90,585

小計 1,489,747 1,753,037

利息及び配当金の受取額 20,317 12,772

利息の支払額 △766 △71

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △536,109 △185,050

営業活動によるキャッシュ・フロー 973,189 1,580,688
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年11月１日
　至 平成27年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年11月１日
　至 平成28年４月30日)

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 △1,500,000 △1,700,000

定期預金の払戻による収入 800,000 －

有形固定資産の取得による支出 △229,331 △23,758

有形固定資産の売却による収入 29,862 －

無形固定資産の取得による支出 △25,364 △20,597

投資有価証券の取得による支出 △8,135 △8,569

投資有価証券の売却による収入 156,049 －

貸付けによる支出 △1,710 △510

貸付金の回収による収入 2,269 2,567

差入保証金の増減額（△は増加） △4,449 △11,894

その他 △1,150 △323

投資活動によるキャッシュ・フロー △781,962 △1,763,086

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △224,516 △224,516

財務活動によるキャッシュ・フロー △224,516 △224,516

現金及び現金同等物に係る換算差額 214,847 △124,078

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 181,557 △530,993

現金及び現金同等物の期首残高 5,661,622 5,295,280

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,843,179 4,764,286

決算短信 （宝印刷）  2016年05月27日 19時20分 6ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）

10

巴工業㈱ (6309) 平成28年10月期 第２四半期決算短信



(4) 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) 

 該当事項はありません。 

 

  (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。 

 

  (セグメント情報等) 

前第２四半期連結累計期間（自  平成26年11月１日  至  平成27年４月30日） 

  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 5,070,004 15,016,756 20,086,760 20,086,760

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － －

計 5,070,004 15,016,756 20,086,760 20,086,760

セグメント利益 421,472 513,178 934,650 934,650

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

 

当第２四半期連結累計期間（自  平成27年11月１日  至  平成28年４月30日） 

  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 5,002,381 14,845,465 19,847,846 19,847,846

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － －

計 5,002,381 14,845,465 19,847,846 19,847,846

セグメント利益 117,492 801,081 918,573 918,573

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 
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４．(補足情報) 海外売上高 

 

前第２四半期連結累計期間（自 平成26年11月１日 至 平成27年４月30日） 

 

 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,351,833 1,417,527 3,769,360

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 20,086,760

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

11.7 7.1 18.8

(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・タイ・インド 

(2) その他の地域・・・アメリカ・エジプト 

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２四半期連結累計期間（自 平成27年11月１日 至 平成28年４月30日） 

 

 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,478,070 545,387 3,023,458

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 19,847,846

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

12.5 2.7 15.2

(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・タイ・ベトナム 

(2) その他の地域・・・アメリカ・エジプト 

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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