
平平成29年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成29年8月31日

上場会社名 巴工業株式会社 上場取引所 東

コード番号 6309 URL http://www.tomo-e.co.jp

代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 山本　仁

問合せ先責任者 （役職名） 取締役経理部長 （氏名） 矢倉　敏明 TEL 03-3442-5127

四半期報告書提出予定日 平成29年9月11日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

（百万円未満切捨て）

1. 平成29年10月期第3四半期の連結業績（平成28年11月1日～平成29年7月31日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年10月期第3四半期 29,393 3.6 1,330 21.9 1,332 46.4 863 95.4

28年10月期第3四半期 28,373 △1.9 1,091 60.3 910 △10.5 441 △43.0

（注）包括利益 29年10月期第3四半期　　1,232百万円 （―％） 28年10月期第3四半期　　50百万円 （△95.2％）

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

29年10月期第3四半期 86.53 ―

28年10月期第3四半期 44.29 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

29年10月期第3四半期 34,454 25,959 75.3

28年10月期 34,792 25,173 72.4

（参考）自己資本 29年10月期第3四半期 25,959百万円 28年10月期 25,173百万円

2. 配当の状況

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

28年10月期 ― 22.50 ― 22.50 45.00

29年10月期 ― 22.50 ―

29年10月期（予想） 22.50 45.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 平成29年10月期の連結業績予想（平成28年11月 1日～平成29年10月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 40,400 3.1 1,790 △9.1 1,780 △0.0 1,180 21.8 118.25

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

詳細は、添付資料８ページ「２．四半期連結財務諸表および主な注記(３)四半期連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更等）」をご覧下さい。」

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 29年10月期3Q 10,533,200 株 28年10月期 10,533,200 株

② 期末自己株式数 29年10月期3Q 554,817 株 28年10月期 554,667 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年10月期3Q 9,978,431 株 28年10月期3Q 9,978,533 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※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。

　なお、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)連結業績予想などの将来予測情報に関する
説明」をご覧下さい。
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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３四半期連結累計期間のわが国経済は、輸出の伸びが減速したものの、個人消費、設

備投資の伸びが見られ、公共投資も増加基調にあることを背景に、回復が続いており、海外

においても、米国経済の緩やかな回復基調の維持、中国経済の安定的推移を背景に全体とし

て堅調に推移しています。 

こうした情勢の下、当第３四半期連結累計期間における売上高は、機械製造販売事業およ

び化学工業製品販売事業の販売が共に増加したため、前年同期比3.6％増の29,393百万円とな

りました。利益面につきましては、機械製造販売事業、化学工業製品販売事業共に増収とな

ったことを受け営業利益が前年同期比21.9％増の1,330百万円となり、経常利益では為替差損

が減少したことから前年同期比46.4％増の1,332百万円となり、親会社株主に帰属する四半期

純利益については前年度に計上した連結子会社固定資産の減損損失が無かったことから前年

同期比95.4％増の863百万円となりました。 

 

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、部品・修理の販売と国内民需向

け機械および海外向け装置・工事の販売が減少したものの、海外向け機械および部品・修理

の販売が伸長したことから、当四半期連結累計期間の売上高は前年同期に比べ1.1％増加し

6,566百万円となりました。 

利益面につきましては、海外向け部品・修理販売の増収効果と国内官需向け販売の収益性

向上を主因に営業損益は前年度の128百万円の損失から58百万円の利益へと転じました。 

 

（化学工業製品販売事業） 

化学工業製品販売事業では、国内合成樹脂分野の樹脂原料、化成品分野の紫外線硬化樹脂

や難燃剤の販売が減少したものの、工業材料分野の住宅・建設用途向け材料、電子材料分野

の半導体製造用途向け搬送用トレイ等が伸長した他、深圳コンパウンド事業が回復傾向にあ

ることから、当四半期連結累計期間の売上高は前年同期に比べ4.3％増加し22,826百万円とな

りました。 

利益面につきましては、事業全体の売上高の増加を背景に、営業利益は前年同期に比べて

4.2％増加し1,271百万円となりました。 
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(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資産は、商品及び製品の385百万円増加、投資有価証券が 

284百万円増加した一方、受取手形及び売掛金の1,206百万円減少などにより、前連結会計年

度末に比べ337百万円（1.0％）減少し34,454百万円となりました。 

負債は、支払手形及び買掛金が205百万円増加した一方、未払法人税等の625百万円減少、

賞与引当金の267百万円減少などにより、前連結会計年度末に比べ1,122百万円（11.7％）減

少し8,495百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金の416百万円増加、その他有価証券評価差額金の192百万円増加およ

び為替換算調整勘定の93百万円増加などにより、前連結会計年度末に比べ785百万円（3.1％）

増加し25,959百万円となりました。 

以上の結果、当第３四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2.9ポイント上昇して75.3％となりました。 

 

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成29年10月期の連結業績予想につきましては、平成29年４月20日に「業績予想の修正に

関するお知らせ」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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２．四半期連結財務諸表および主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年10月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,056,223 7,900,794

受取手形及び売掛金 11,618,030 10,411,406

電子記録債権 1,702,590 1,858,077

商品及び製品 2,746,735 3,132,700

仕掛品 1,166,982 1,245,621

原材料及び貯蔵品 595,198 850,718

繰延税金資産 500,420 375,460

その他 282,133 213,670

貸倒引当金 △4,645 △4,710

流動資産合計 26,663,670 25,983,738

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,316,576 4,441,936

減価償却累計額 △1,592,835 △1,680,049

建物及び構築物（純額） 2,723,740 2,761,887

機械装置及び運搬具 3,659,243 3,701,205

減価償却累計額 △3,215,574 △3,293,078

機械装置及び運搬具（純額） 443,669 408,127

土地 1,931,071 1,930,983

建設仮勘定 96,763 －

その他 983,261 1,037,439

減価償却累計額 △919,694 △942,531

その他（純額） 63,567 94,907

有形固定資産合計 5,258,812 5,195,906

無形固定資産 304,807 212,534

投資その他の資産

投資有価証券 1,149,211 1,433,224

差入保証金 89,809 292,839

退職給付に係る資産 1,242,576 1,259,361

その他 110,849 104,240

貸倒引当金 △27,664 △27,292

投資その他の資産合計 2,564,783 3,062,373

固定資産合計 8,128,402 8,470,814

資産合計 34,792,072 34,454,552
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年10月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年７月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,667,658 3,873,162

電子記録債務 1,891,465 1,674,046

未払金 558,442 496,310

未払法人税等 632,403 7,283

前受金 333,999 274,464

賞与引当金 802,914 535,474

役員賞与引当金 50,352 43,111

製品補償損失引当金 107,349 141,371

その他 424,583 224,888

流動負債合計 8,469,170 7,270,112

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 56,135 55,263

繰延税金負債 1,087,402 1,164,528

固定負債合計 1,148,998 1,225,251

負債合計 9,618,169 8,495,364

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 22,833,826 23,249,912

自己株式 △363,591 △363,876

株主資本合計 25,014,855 25,430,655

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 299,418 492,413

繰延ヘッジ損益 △17,813 △46

為替換算調整勘定 90,213 183,805

退職給付に係る調整累計額 △212,770 △147,639

その他の包括利益累計額合計 159,048 528,532

純資産合計 25,173,903 25,959,188

負債純資産合計 34,792,072 34,454,552
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（２）四半期連結損益計算書およ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27年11月１日
　至 平成28年７月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年11月１日
　至 平成29年７月31日)

売上高 28,373,250 29,393,184

売上原価 22,707,208 23,184,857

売上総利益 5,666,042 6,208,326

販売費及び一般管理費 4,574,857 4,878,126

営業利益 1,091,185 1,330,199

営業外収益

受取利息 5,375 1,170

受取配当金 23,491 25,932

受取賃貸料 5,123 5,123

その他 17,964 15,451

営業外収益合計 51,955 47,678

営業外費用

支払利息 1,892 14,508

支払手数料 8,752 8,243

売上割引 4,120 4,628

為替差損 213,796 12,847

その他 4,350 5,273

営業外費用合計 232,912 45,502

経常利益 910,228 1,332,376

特別利益

投資有価証券売却益 － 8,524

特別利益合計 － 8,524

特別損失

減損損失 102,082 －

特別損失合計 102,082 －

税金等調整前四半期純利益 808,146 1,340,900

法人税、住民税及び事業税 367,777 391,667

法人税等調整額 △1,539 85,788

法人税等合計 366,237 477,455

四半期純利益 441,908 863,444

親会社株主に帰属する四半期純利益 441,908 863,444
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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27年11月１日
　至 平成28年７月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年11月１日
　至 平成29年７月31日)

四半期純利益 441,908 863,444

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △111,132 192,994

繰延ヘッジ損益 △20,744 17,767

為替換算調整勘定 △290,140 93,591

退職給付に係る調整額 30,587 65,131

その他の包括利益合計 △391,429 369,484

四半期包括利益 50,478 1,232,929

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 50,478 1,232,929

決算短信（宝印刷） 2017年08月22日 11時20分 4ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）

7

巴工業㈱ (6309) 平成29年10月期 第３四半期決算短信



(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) 

 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。 

 

  (会計方針の変更等) 

 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 以下「回収

可能性適用指針」という。)を第１四半期連結会計期間から適用し、繰延税金資産の回収可能性

に関する会計処理の方法の一部を見直しております。 

 回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項(４)に定める経過的な取

扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点において回収可能性適用指針第49項

(３)①から③に該当する定めを適用した場合の繰延税金資産および繰延税金負債の額と、前連

結会計年度末の繰延税金資産および繰延税金負債の額との差額を、第１四半期連結会計期間の

期首の利益剰余金に加算しております。 

 なお、第１四半期連結会計期間の期首における影響額は、軽微であります。 
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  (セグメント情報等) 

前第３四半期連結累計期間（自  平成27年11月１日  至  平成28年７月31日） 

１  報告セグメントごとの売上高およ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 6,495,949 21,877,301 28,373,250 28,373,250

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

－ － － －

計 6,495,949 21,877,301 28,373,250 28,373,250

セグメント利益又は損失 △128,783 1,219,969 1,091,185 1,091,185

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

 

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

「化学工業製品販売事業」セグメントにおいて、固定資産の減損損失を計上しております。なお、当該

減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては102,082千円であります。 

 

当第３四半期連結累計期間（自  平成28年11月１日  至  平成29年７月31日） 

  報告セグメントごとの売上高およ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 6,566,765 22,826,418 29,393,184 29,393,184

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

－ － － －

計 6,566,765 22,826,418 29,393,184 29,393,184

セグメント利益 58,734 1,271,464 1,330,199 1,330,199

(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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３．(補足情報) 海外売上高 

 

前第３四半期連結累計期間（自 平成27年11月１日 至 平成28年７月31日） 

 

 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 3,807,537 711,616 4,519,154

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 28,373,250

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

13.4 2.5 15.9

(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。 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成28年11月１日 至 平成29年７月31日） 

 

 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 4,799,818 946,805 5,746,623

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 29,393,184

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

16.3 3.2 19.6

(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・インドネシア・イラン 

(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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