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1.  平成21年11月期第3四半期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年8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 ％

21年11月期第3四半期 2,254 ― 142 ― 217 ― 93 ―

20年11月期第3四半期 4,455 10.4 603 13.7 637 △6.6 352 △1.4

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

21年11月期第3四半期 39.26 ―

20年11月期第3四半期 143.69 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年11月期第3四半期 7,031 5,668 80.6 2,429.19
20年11月期 8,763 5,566 63.5 2,335.36

（参考） 自己資本   21年11月期第3四半期  5,668百万円 20年11月期  5,566百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

20年11月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00
21年11月期 ― 0.00 ―

21年11月期 
（予想）

25.00 25.00

3.  平成21年11月期の連結業績予想（平成20年12月1日～平成21年11月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 2,946 △52.7 154 △83.7 281 △60.9 151 ― 64.05
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4.  その他 

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実
際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年11月期第3四半期 2,568,700株 20年11月期  2,568,700株

② 期末自己株式数 21年11月期第3四半期  235,355株 20年11月期  185,055株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年11月期第3四半期 2,373,295株 20年11月期第3四半期 2,452,370株
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  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用情勢が悪化するなかで、依然として景気の先行きに不透明

感があるものの、在庫調整の一巡や経済対策の効果に加え、対外経済環境の改善により、景気は持ち直しに向かうこ

とが期待されております。 

 当工作機械業界におきましては、自動車関連業界での減産水準が低く、全般として市場の下げ止まり感はあるもの

の、受注の減少傾向が継続しているものと思われます。 

 このような経営環境の中において、当社グループ（当社及び連結子会社）は、新経営陣のもと、販売体制・販売戦

略の見直しと改革を行い、受注獲得に傾注するとともに、全社的なコスト削減の実施に取り組んでまいりました。こ

の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は2,254百万円、営業利益は142百万円、経常利益は217百万円、四半期

純利益は93百万円となりました。 

  

  

貸借対照表の状況 

（流動資産） 

 当第３四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて2,060百万円減少し、3,137百万円となりま

した。これは主に、受取手形及び売掛金が1,159百万円、たな卸資産が412百万円、外国債券の償還等により有価証券

が317百万円、現金及び預金が254百万円、それぞれ減少したこと等によるものであります。 

（固定資産） 

 当第３四半期連結会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末に比べて329百万円増加し、3,894百万円となりまし

た。これは主に、投資有価証券の取得により416百万円増加したこと等によるものであります。 

（流動負債） 

 当第３四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,595百万円減少し、1,292百万円となりま

した。これは主に、前連結会計年度末に計上した投資有価証券の取得による支払い等により未払金が589百万円、短

期借入金が551百万円、買掛金が155百万円、未払法人税等が86百万円、それぞれ減少したこと等によるものでありま

す。 

（固定負債） 

 当第３四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末に比べて237百万円減少し、71百万円となりまし

た。これは主に、役員退職慰労金の支払いによる長期未払金が235百万円減少したこと等によるものであります。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産の部は、前連結会計年度末に比べて101百万円増加し、5,668百万円となりま

した。これは主に、自己株式の取得53百万円及び為替換算調整勘定が22百万円減少したものの、その他有価証券評価

差額金が179百万円増加したことによるものであります。 

  

  

  

 業績予想につきましては、前回（平成21年７月13日発表「平成21年11月期 第２四半期決算短信」に記載しており

ます。）の業績予想から変更ありません。  

  

  

  

 該当事項はありません。  

  

   

①棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  

②固定資産の減価償却費の算定方法 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態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

４．その他

（１）期中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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法を採

用しております。      

  

  

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方

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。 

  

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 884,179 1,138,253

受取手形及び売掛金 617,989 1,777,381

有価証券 354,880 672,114

半製品 261,100 260,030

原材料 199,459 206,387

仕掛品 596,053 1,004,219

貯蔵品 43,850 42,215

繰延税金資産 1,859 67,496

その他 178,391 31,037

貸倒引当金 △427 △832

流動資産合計 3,137,338 5,198,304

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 922,389 976,985

機械装置及び運搬具（純額） 260,891 332,306

土地 447,717 404,051

建設仮勘定 159,044 99,273

その他（純額） 54,017 77,535

有形固定資産合計 1,844,061 1,890,153

無形固定資産 20,151 32,571

投資その他の資産   

投資有価証券 1,929,406 1,512,446

その他 102,032 129,538

貸倒引当金 △1,007 －

投資その他の資産合計 2,030,430 1,641,985

固定資産合計 3,894,643 3,564,709

資産合計 7,031,982 8,763,014
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 28,901 184,632

短期借入金 1,100,000 1,651,333

未払法人税等 4,200 90,811

賞与引当金 14,658 －

製品保証引当金 12,400 22,400

未払金 101,488 691,423

その他 30,506 246,573

流動負債合計 1,292,154 2,887,174

固定負債   

繰延税金負債 13,436 16,241

退職給付引当金 35,877 35,123

長期未払金 22,370 257,810

固定負債合計 71,683 309,174

負債合計 1,363,837 3,196,348

純資産の部   

株主資本   

資本金 651,370 651,370

資本剰余金 586,750 586,750

利益剰余金 5,018,597 5,020,761

自己株式 △553,259 △500,065

株主資本合計 5,703,457 5,758,815

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 124,934 △54,598

為替換算調整勘定 △160,247 △137,551

評価・換算差額等合計 △35,313 △192,149

純資産合計 5,668,144 5,566,665

負債純資産合計 7,031,982 8,763,014
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（２）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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 2,254,283

売上原価 1,621,390

売上総利益 632,893

販売費及び一般管理費 490,038

営業利益 142,855

営業外収益  

受取利息 52,908

補助金収入 52,478

その他 24,186

営業外収益合計 129,573

営業外費用  

為替差損 22,420

投資有価証券評価損 23,770

その他 8,578

営業外費用合計 54,769

経常利益 217,659

特別利益  

固定資産売却益 960

特別利益合計 960

特別損失  

投資有価証券評価損 79,061

その他 1,329

特別損失合計 80,391

税金等調整前四半期純利益 138,229

法人税、住民税及び事業税 1,238

過年度法人税等戻入額 △11,972

法人税等調整額 55,780

法人税等合計 45,046

四半期純利益 93,182
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当社は、平成20年８月１日及び平成21年７月31日開催の取締役会において、会社法165条第３項の規定により

読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、ジャスダック証券取引所における市場買付の方法により自

己株式を取得することを決議し、普通株式50,300株を取得しました。この結果、当第３四半期連結累計期間にお

いて、自己株式が53百万円増加しております。 

  

（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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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年12月１日～平成20年８月31日） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年11月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  4,455,310

Ⅱ 売上原価  3,203,809

売上総利益  1,251,501

Ⅲ 販売費及び一般管理費  647,786

営業利益  603,715

Ⅳ 営業外収益  61,750

Ⅴ 営業外費用  28,210

経常利益  637,254

Ⅵ 特別利益  3,147

Ⅶ 特別損失  4,431

税金等調整前四半期純利益  635,971

税金費用  283,581

四半期純利益  352,389
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