
 

 

 

   

 

   

 
1. 20年11月期第３四半期の業績（平成19年12月１日～平成20年８月31日） 

 

 
  

 
  

 

 
  

 

 
  

2. 配当の状況 

 
  

3. 20年11月期の業績予想（平成19年12月１日～平成20年11月30日） 

 

 
  

平成20年11月期 第３四半期財務・業績の概況(非連結)
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問合せ先責任者 (役職名) 取締役 (氏名) 塩崎 五月 TEL  (03)3492―7421

(百万円未満切捨て)

(1) 経営成績 (％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(当期)純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年11月期第３四半期 2,293 31.8 247 86.5 271 89.4 158 90.0
19年11月期第３四半期 1,739 ― 132 ― 143 ― 83 ―

19年11月期 2,850 ― 295 ― 302 ― 176 ―

１株当たり 
四半期(当期)純利益

潜在株式調整後
１株当たり 

四半期(当期)純利益
円 銭 円 銭

20年11月期第３四半期 13,698 22 ― ―
19年11月期第３四半期 8,232 09 ― ―

19年11月期 17,080 31 ― ―

(2) 財政状態
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

20年11月期第３四半期 2,086 1,432 68.6 123,669 40

19年11月期第３四半期 1,555 1,031 66.3 101,669 02

19年11月期 2,249 1,283 57.0 110,809 68

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動による 

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

20年11月期第３四半期 51 △1 △34 773
19年11月期第３四半期 353 △5 △20 497

19年11月期 442 9 135 757

１株当たり配当金

(基準日) 第３四半期末

円 銭

20年11月期第３四半期 ― ―

19年11月期第３四半期 ― ―

(％表示は、対前期増減率)

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 3,308 16.1 364 23.3 392 29.7 227 28.9 19,679 62
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4. その他 

四半期財務諸表については、大阪証券取引所の「ニッポン・ニュ－・マーケット－「ヘラクレス」に

関する有価証券上場規程の特例の取扱い」17の２に準じて作成しております。 

  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

    業績予想に関しましては、発表日現在において入手可能な情報及び計画に基づき作成したもので 

    あり、実際は今後の経済情勢等により予想数値と異なる場合があります。 

  

(1) 四半期財務諸表の作成基準              ： 中間財務諸表作成基準

(2)  近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無    ： 無

(3) 会計監査人の関与                  ： 無
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当四半期におけるわが国経済は、米国におけるサブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱

や原油価格・原材料価格の高騰などにより、企業収益は減少傾向にあり、景気の減速感が強まってまい

りました。 

 しかしながら、当社を取り巻く環境は、原油価格の高騰による省エネルギーや環境問題への意識の高

まりにより、これらに対応した製品を生産するメーカーからの受注が好調に推移しております。 

 かかる状況の中、半導体装置事業においては、主に乗用車におけるハイブリッド車の生産増大によ

り、パワー半導体の需要が増加したため、主力商品である半導体製造装置の販売が順調に進捗いたしま

した。また、電子材料・機器事業では、特に既存の顧客に対する材料の販売が順調に進捗しました。さ

らに、マリン・環境機器事業においては、マリン事業で従来の取引先への救命艇の販売が、環境機器事

業で主力のフィルターの販売が好調に推移いたしました。 

  したがいまして、当四半期会計期間の業績につきましては、売上高2,293百万円（前年同期比31.8％

増）、営業利益247百万円（前年同期比86.5％増）、経常利益271百万円（前年同期比89.4％増）、四半

期純利益158百万円（前年同期比90.0％増）と過去 高の大幅な増収増益となりました。 

  

（財政状態の変動状況）  

 当四半期末における総資産は2,086百万円であり、前事業年度に比べて163百万円減少いたしました。

これは、主に受取手形及び売掛金の減少361百万円、商品の増加149百万円によるものであります。  

 当四半期末における負債は、654百万円であり、前事業年度に比べて312百万円減少いたしました。こ

れは、主に買掛金の減少292百万円及び未払法人税等の減少23百万円によるものであります。  

 当四半期末における純資産は1,432百万円であり、前事業年度に比べて148百万円増加いたしました。

これは主に、配当金の支払による利益剰余金の減少34百万円及び四半期純利益158百万円によるもので

あります。また、自己資本比率は68.6%でありました。  

（キャッシュ・フローの状況）  

 当四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益271百万円、売上債権

の減少361百万円、たな卸資産の増加149百万円、仕入債務の減少292百万円及び法人税等の支払143百万

円等により、51百万円の資金流入となりました。  

  当四半期における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による取得４百万円、

無形固定資産の取得６百万円及び投資有価証券の取得による支出10百万円及び保険積立金の解約による

収入20百万円等により１百万円の資金流出となりました。  

 当四半期における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払により34百万円の資金流出と

なりました。  

 これらの結果、当四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べて15百万円増

加し、773百万円となりました。  

  

平成20年８月11日付「平成20年11月期業績予想の修正に関するお知らせ」を参照ください。 

【定性的情報・財務諸表等】

１. 経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報
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４ 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末
前事業年度の 

要約貸借対照表

(平成19年８月31日) (平成20年８月31日) (平成19年11月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 496,153 773,196 756,232

 ２ 受取手形 ※１ 189,448 215,275 161,553

 ３ 売掛金 414,802 476,226 891,862

 ４ 有価証券 995 － 996

 ５ 商品 167,370 304,355 154,718

 ６ 前払費用 36,924 34,078 49,323

 ７ 従業員短期貸付金 994 876 1,025

 ８ 繰延税金資産 8,511 － 5,493

 ９ その他 4,583 49,795 4,471

   貸倒引当金 △60 △70 △105

   流動資産合計 1,319,724 84.8 1,853,734 88.8 2,025,572 90.0

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※２ 28,318 1.8 24,822 1.2 26,266 1.2

 ２ 無形固定資産 10,237 0.7 14,462 0.7 9,764 0.4

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 51,631 57,513 49,998

  (2) 保険積立金 73,204 60,871 66,823

  (3) 従業員長期貸付金 1,291 415 1,160

  (4) 長期前払費用 1,004 930 985

  (5) 前払年金費用 2,848 － 2,265

  (6) 差入保証金 18,282 19,253 18,282

  (7) 繰延税金資産 48,982 54,212 48,654

   投資その他の資産 

   合計
197,246 12.7 193,195 9.3 188,169 8.4

   固定資産合計 235,802 15.2 232,480 11.2 224,200 10.0

   資産合計 1,555,527 100.0 2,086,214 100.0 2,249,773 100.0
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前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末
前事業年度の 

要約貸借対照表

(平成19年８月31日) (平成20年８月31日) (平成19年11月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 340,352 401,490 693,667

 ２ 未払金 16,960 20,507 55,530

 ３ 未払費用 6,511 8,298 2,250

 ４ 未払法人税等 16,945 58,736 82,154

 ５ 預り金 3,435 6,583 3,421

 ６ 役員賞与引当金 6,315 7,500 －

 ７ 賞与引当金 10,560 5,929 －

 ８ その他 337 10,097 4,699

   流動負債合計 401,416 25.8 519,142 24.9 841,722 37.4

Ⅱ 固定負債

 １ 役員退職慰労引当金 122,882 133,307 124,874

 ２ 退職給付引当金 － 1,673 －

   固定負債合計 122,882 7.9 134,980 6.5 124,874 5.6

   負債合計 524,298 33.7 654,123 31.4 966,597 43.0

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 45,010 2.9 100,210 4.8 100,210 4.5

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 20,010 75,210 75,210

  (2) その他資本剰余金 － 44,396 44,396

    資本剰余金合計 20,010 1.3 119,606 5.7 119,606 5.3

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 6,250 6,250 6,250

  (2) その他利益剰余金

    特別償却準備金 2,716 1,914 2,716

    別途積立金 550,000 550,000 550,000

    繰越利益剰余金 407,972 625,952 501,264

    利益剰余金合計 966,939 62.2 1,184,116 56.7 1,060,231 47.1

 ４ 自己株式 △4,180 △0.3 － － － －

   株主資本合計 1,027,779 66.1 1,403,932 67.2 1,280,047 56.9

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 

   差額金
2,590 0.2 859 0.1 2,393 0.1

 ２ 繰延ヘッジ損益 858 0.0 27,298 1.3 734 0.0

   評価・換算差額等合計 3,449 0.2 28,158 1.4 3,128 0.1

   純資産合計 1,031,228 66.3 1,432,091 68.6 1,283,176 57.0

   負債純資産合計 1,555,527 100.0 2,086,214 100.0 2,249,773 100.0
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(2) 四半期損益計算書

前第３四半期会計期間

(自 平成18年12月１日  

 至 平成19年８月31日)

当第３四半期会計期間

(自 平成19年12月１日  

 至 平成20年８月31日)

前事業年度の 

要約損益計算書 

(自 平成18年12月１日  

 至 平成19年11月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比

(％)
金額(千円)

百分比

(％)
金額(千円)

百分比

(％)

Ⅰ 売上高 1,739,663 100.0 2,293,026 100.0 2,850,959 100.0

Ⅱ 売上原価 1,234,844 71.0 1,614,577 70.4 2,052,222 72.0

   売上総利益 504,819 29.0 678,448 29.6 798,737 28.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 371,829 21.3 430,470 18.8 502,840 17.6

   営業利益 132,990 7.7 247,978 10.8 295,897 10.4

Ⅳ 営業外収益 ※１ 14,356 0.8 24,372 1.1 24,945 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※２ 3,759 0.2 464 0.0 17,996 0.6

   経常利益 143,586 8.3 271,885 11.9 302,846 10.6

Ⅵ 特別利益 47 0.0 34 0.0 2 0.0

Ⅶ 特別損失 － － － － － －

   税引前四半期(当期) 

   純利益
143,634 8.3 271,920 11.9 302,848 10.6

   税金費用 ※４ 60,161 3.5 113,295 5.0 126,083 4.4

   四半期(当期)純利益 83,473 4.8 158,625 6.9 176,765 6.2
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前第３四半期会計期間(自 平成18年12月１日 至 平成19年８月31日) 

  

 
  

 
  

 
  

(3) 四半期株主資本等変動計算書

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年11月30日残高(千円) 45,010 20,010 20,010

四半期会計期間中の変動額

 特別償却準備金の取崩し － － － －

 剰余金の配当 － － － －

 四半期純利益 － － － －

 株主資本以外の項目の 

 四半期会計期間中の 

 変動額(純額)

－ － － －

四半期会計期間中の変動額 

合計(百万円)
－ － － －

平成19年８月31日残高(千円) 45,010 20,010 － 20,010

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計特別償却積立

金
別途積立金

繰越利益 

剰余金

平成18年11月30日残高(千円) 6,250 3,503 550,000 343,991 903,745 △4,180 964,585

四半期会計期間中の変動額

 特別償却準備金の取崩し － △787 － 787 － － －

 剰余金の配当 － － － △20,280 △20,280 － △20,280

 四半期純利益 － － － 83,473 83,473 － 83,473

 株主資本以外の項目の 

 四半期会計期間中の 

 変動額(純額)

－ － － － － － －

四半期会計期間中の変動額 

合計(百万円)
－ △787 － 63,980 63,193 － 63,193

平成19年８月31日残高(千円) 6,250 2,716 550,000 407,972 966,939 △4,180 1,027,779

評価・換算差額等

純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ 

損益

評価・換算 

差額等合計

平成18年11月30日残高(千円) 2,720 3,363 6,083 970,669

四半期会計期間中の変動額

 特別償却準備金の取崩し － － － －

 剰余金の配当 － － － △20,280

 四半期純利益 － － － 83,473

 株主資本以外の項目の 

 四半期会計期間中の 

 変動額(純額)

△129 △2,504 △2,634 △2,634

四半期会計期間中の変動額 

合計(百万円)
△129 △2,504 △2,634 60,559

平成19年８月31日残高(千円) 2,590 858 3,449 1,031,228
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当第３四半期会計期間(自 平成19年12月１日 至 平成20年８月31日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年11月30日残高(千円) 100,210 75,210 44,396 119,606

四半期会計期間中の変動額

 特別償却準備金の取崩し － － － －

 剰余金の配当 － － － －

 四半期純利益 － － － －

 株主資本以外の項目の 

 四半期会計期間中の 

 変動額(純額)

－ － － －

四半期会計期間中の変動額合計 

(千円)
－ － － －

平成20年８月31日残高(千円) 100,210 75,210 44,396 119,606

株主資本

利益剰余金

株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計特別償却 

準備金
別途積立金

繰越利益 

剰余金

平成19年11月30日残高(千円) 6,250 2,716 550,000 501,264 1,060,231 1,280,047

四半期会計期間中の変動額

 特別償却準備金の取崩し － △801 － 801 － －

 剰余金の配当 － － － △34,740 △34,740 △34,740

 四半期純利益 － － － 158,625 158,625 158,625

 株主資本以外の項目の 

 四半期会計期間中の 

 変動額(純額)

－ － － － － －

四半期会計期間中の変動額合計 

(千円)
－ △801 － 124,687 123,885 123,885

平成20年８月31日残高(千円) 6,250 1,914 550,000 625,952 1,184,116 1,403,932

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券 

評価差額金
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成19年11月30日残高(千円) 2,393 734 3,128 1,283,176

四半期会計期間中の変動額

 特別償却準備金の取崩し － － － －

 剰余金の配当 － － － △34,740

 四半期純利益 － － － 158,625

 株主資本以外の項目の 

 四半期会計期間中の 

 変動額(純額)

△1,533 26,563 25,030 25,030

四半期会計期間中の変動額合計 

(千円)
△1,533 26,563 25,030 148,915

平成20年８月31日残高(千円) 859 27,298 28,158 1,432,091
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前事業年度(自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年11月30日残高(千円) 45,010 20,010 － 20,010

事業年度中の変動額

 新株の発行 55,200 55,200 － 55,200

 特別償却準備金の取崩し － － － －

 剰余金の配当 － － － －

 当期純利益 － － － －

 自己株式の処分 － － 44,396 44,396

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額)
－ － － －

事業年度中の変動額合計 

(千円)
55,200 55,200 44,396 99,596

平成19年11月30日残高(千円) 100,210 75,210 44,396 119,606

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計特別償却 

準備金
別途積立金

繰越利益 

剰余金

平成18年11月30日残高(千円) 6,250 3,503 550,000 343,991 903,745 △4,180 964,585

事業年度中の変動額

 新株の発行 － － － － － － 110,400

 特別償却準備金の取崩し － △787 － 787 － － －

 剰余金の配当 － － － △20,280 △20,280 － △20.280

 当期純利益 － － － 176,765 176,765 － 176,765

 自己株式の処分 － － － － － 4,180 48,576

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額)
－ － － － － － －

事業年度中の変動額合計 

(千円)
－ △787 － 157,273 156,485 4,180 315,461

平成19年11月30日残高(千円) 6,250 2,716 550,000 501,264 1,060,231 － 1,280,047

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券 

評価差額金
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成18年11月30日残高(千円) 2,720 3,363 6,083 970,669

事業年度中の変動額

 新株の発行 － － － 110,400

 特別償却準備金の取崩し － － － －

 剰余金の配当 － － － △20,280

 当期純利益 － － － 176,765

 自己株式の処分 － － － 48,576

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額)
△326 △2,628 △2,954 △2,954

事業年度中の変動額合計 

(千円)
△326 △2,628 △2,954 312,507

平成19年11月30日残高(千円) 2,393 734 3,128 1,283,176
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(4) 四半期キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間

前事業年度の 

要約キャッシュ・ 

フロー計算書

(自 平成18年12月１日  

 至 平成19年８月31日)

(自 平成19年12月１日  

 至 平成20年８月31日)

(自 平成18年12月１日  

 至 平成19年11月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による 

  キャッシュ・フロー

 １ 税引前四半期(当期)純利益 143,634 271,920 302,848

 ２ 減価償却費 7,589 8,113 10,134

 ３ 役員賞与引当金の増加額 6,315 － －

 ４ 役員退職慰労引当金の増加額 9,838 8,432 11,831

 ５ 退職給付引当金の増加額 － 1,673 －

 ６ 貸倒引当金の増減額 

   （減少：△）
－ △34 △2

 ７ 受取利息及び受取配当金 △3,689 △4,748 △3,694

 ８ 支払利息 5 185 5

 ９ 株式交付費 － － 3,221

 10 為替差損益（為替差益：△） 5,907 △349 7,103

 11 保険解約返戻金 － △14,151 △8,507

 12 売上債権の増減額（増加：△） 433,841 361,914 △15,324

 13 たな卸資産の増減額 

   （増加：△）
△64,876 △149,637 △52,223

 14 その他流動・固定資産の増減額 

   （増加：△）
9,645 17,666 △2,152

 15 仕入債務の増減額（減少：△） △54,614 △292,649 298,599

 16 未払金の増減額（減少：△） △36,247 △39,504 2,322

 17 未払消費税等の増減額 

   （減少：△）
△31,028 △3,639 △26,666

 18 その他流動・固定負債の増減額 

   （減少：△）
12,193 25,748 △2,642

    小計 438,513 190,939 524,852

 19 利息及び配当金の受取額 3,689 4,748 3,694

 20 利息の支払額 △5 △185 △5

 21 法人税等の支払額 △88,817 △143,538 △85,829

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー
353,380 51,963 442,711
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前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間

前事業年度の 

要約キャッシュ・ 

フロー計算書

(自 平成18年12月１日  

 至 平成19年８月31日)

(自 平成19年12月１日  

 至 平成20年８月31日)

(自 平成18年12月１日  

 至 平成19年11月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動による 

  キャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による 

   支出
△ 608 △ 4,751 △ 608

 ２ 無形固定資産の取得による 

   支出
－ △ 6,780 －

 ３ 投資有価証券の取得による 

   支出
△ 44 △ 10,245 △ 42

 ４ 貸付による支出 △ 500 － △ 500

 ５ 貸付金の回収による収入 421 893 522

 ６ 差入保証金の差入による支出 △ 4,504 △ 970 △ 4,504

 ７ 保険積立金の積立による支出 △ 37 － △ 365

 ８ 保険積立金の解約による収入 － 20,103 15,217

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー
△ 5,272 △ 1,750 9,719

Ⅲ 財務活動による 

  キャッシュ・フロー

 １ 新株の発行による収入 － － 107,179

 ２ 自己株式の処分による収入 － － 48,576

 ３ 配当金の支払による支出 △ 20,280 △ 34,740 △ 20,280

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー
△ 20,280 △ 34,740 135,475

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 

  換算差額
△ 2 493 0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 327,825 15,966 587,905

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

  期首残高
169,323 757,229 169,323

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

  四半期末(期末)残高
497,149 773,196 757,229
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目
前第３四半期会計期間
(自 平成18年12月１日 
 至 平成19年８月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成19年12月１日 
  至 平成20年８月31日)

前事業年度 
(自 平成18年12月１日 
 至 平成19年11月30日)

１．資産の評価基準及び 
    評価方法

(1）有価証券 
 その他有価証券 
  時価のあるもの 
   四半期決算日の市場価
    格等に基づく時価法 
     （評価差額は全部純資 
      産直入法により処理 
      し、売却原価は移動平
      均法により算定）を採
      用しております。 
  時価のないもの 
   移動平均法による原価
    法を採用しておりま 
      す。

(1）有価証券
 その他有価証券 
  時価のあるもの 
          同左 
 
 
 
 
 
 
  時価のないもの 
          同左

(1）有価証券 
 その他有価証券 
  時価のあるもの 
   決算日の市場価格等に
      基づく時価法（評価差
      額は全部純資産直入法
      により処理し、売却原
      価は移動平均法により
      算定）を採用しており
      ます。 
  時価のないもの 
          同左

(2）デリバティブ 
  時価法を採用しておりま
    す。

(2）デリバティブ
         同左

(2）デリバティブ 
          同左

(3）たな卸資産 
 商品 
  機械装置 
   個別法による原価法を
      採用しております。 
  部品等 
   移動平均法による原価
      法を採用しておりま 
      す。

(3）たな卸資産
 商品 
  機械装置 
          同左 
 
  部品等 
          同左

(3）たな卸資産 
 商品 
  機械装置 
          同左 
 
  部品等 
          同左

２．固定資産の減価償却 
    の方法

(1）有形固定資産 
   定額法を採用しており
  ます。 
   なお、主な耐用年数は
  以下のとおりでありま 
  す。 
    建物     ３～39年
  機械及び装置 ２～７年
  工具器具備品 ４～６年

(1）有形固定資産
   定額法を採用しており
  ます。 
   なお、主な耐用年数は
  以下のとおりでありま 
  す。 
    建物     ３～39年
  機械及び装置 ２～７年
  工具器具備品 ４～５年

(1）有形固定資産 
   定額法を採用しており
  ます。 
   なお、主な耐用年数は
  以下のとおりでありま 
  す。 
    建物     ３～39年
  機械及び装置 ２～７年
  工具器具備品 ４～６年

(2）無形固定資産 
   定額法を採用しており
  ます。 
   なお、自社利用のソフ
  トウエアについては、社
  内における利用可能期間
   （５年）に基づいており 
    ます。

(2）無形固定資産
     同左

(2）無形固定資産 
     同左
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項目
前第３四半期会計期間
(自 平成18年12月１日 
 至 平成19年８月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成19年12月１日 
  至 平成20年８月31日)

前事業年度 
(自 平成18年12月１日 
  至 平成19年11月30日)

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 
  債権の貸倒れによる損失
  に備えるため、一般債権
  については貸倒実績率に
  より、貸倒懸念債権等特
  定の債権については個別
  に回収可能性を勘案し、
  回収不能見込額を計上し
  ております。

(1）貸倒引当金
           同左

(1）貸倒引当金 
           同左

(2）役員賞与引当金 
  役員に対して支給する賞
  与の支出に当てるため、
  支給見込額の四半期会計
  期間負担額を計上してお
  ります。

(2）役員賞与引当金
            －

(2）役員賞与引当金 
  役員に対して支給する賞
    与の支出に当てるため、
    支給見込額の当事業年度
    負担額を計上しておりま
    す。

(3) 賞与引当金 
  従業員に対して支給する
   賞与の支出に当てるた 
    め、支給見込額の四半期
    会計期間負担額を計上し
    ております。

(3) 賞与引当金
      同左 
 
 

(3) 賞与引当金 
      － 
 
 

(4）役員退職慰労引当金
  役員の退職慰労金の支出
  に備えるため、「役員退
  職慰労金規程」に基づく
  四半期会計期間末要支給
  額を計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金
           同左

(4）役員退職慰労引当金
  役員の退職慰労金の支出
    に備えるため、「役員退
    職慰労金規程」に基づく
    当事業年度末要支給額を
    計上しております。

(5) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備え
るため、当事業年度末に
おける退職給付債務見込
額及び年金資産の見込額
に基づき四半期会計期間
末において発生している
と認められる額を計上し
ております。なお、四半
期会計期間末において、
年金資産見込額が退職給
付債務見込額を超過して
いるため超過額を投資そ
の他の資産の「前払年金
費用」として計上してお
ります。

(5) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備え
るため、当事業年度末に
おける退職給付債務見込
額及び年金資産の見込額
に基づき四半期会計期間
末において発生している
と認められる額を計上し
ております。

(5) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備え
るため、当事業年度末に
おける退職給付債務見込
額及び年金資産の見込額
に基づき当事業年度末に
おいて発生していると認
められる額を計上してお
ります。なお、当事業年
度末において、年金資産
見込額が退職給付債務見
込額を超過しているため
超過額を投資その他の資
産の「前払年金費用」と
して計上しております。

４．外貨建の資産及び負 
    債の本邦通貨への換 
    算基準

外貨建金銭債権債務は、四半
期決算日の直物為替相場によ
り円貨に換算し、換算差額は
損益として処理しておりま
す。

同左 外貨建金銭債権債務は、決算
日の直物為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益と
して処理しております。
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項目
前第３四半期会計期間
(自 平成18年12月１日 
 至 平成19年８月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成19年12月１日 
  至 平成20年８月31日)

前事業年度 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日)

５．リース取引の処理方 
    法

リース物件の所有権が借主に
移転すると認められるもの以
外のファイナンス・リース取
引については、通常の賃貸借
取引に係る方法に準じた会計
処理によっております。

同左 同左

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法
  繰延ヘッジ処理を採用し
  ております。為替予約に
  ついては、ヘッジ会計の
  要件を満たしている場合
  は振当処理を採用してお
  ります。

(1）ヘッジ会計の方法
           同左

(1）ヘッジ会計の方法
           同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象
  ヘッジ手段…為替予約 
  ヘッジ対象…買掛金

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象
           同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象
     同左

(3）ヘッジ方針 
  為替に係る相場変動リス
  クを回避する目的で、実
  需の範囲内で対象取引の
  ヘッジを行っておりま 
  す。

(3）ヘッジ方針
           同左

(3）ヘッジ方針 
     同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法
  為替予約取引は振当処理
  を行っているため、有効
  性の判定を省略しており
  ます。

(4）ヘッジ有効性評価の方法
           同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法
          同左

７．四半期キャッシュ・ 
  フロー計算書(キャッ 
  シュ・フロー計算書) 
  における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能
な預金及び容易に換金可能で
あり、かつ、価値の変動につ
いて僅少なリスクしか負わな
い取得日から３か月以内に償
還期限の到来する短期投資か
らなっております。

同左 同左

８．その他中間財務諸表 
  (財務諸表)作成のた 
  めの基本となる重要 
  な事項

消費税等の会計処理 
 消費税等の会計処理は、税
抜方式によっております。 
 なお、仮払消費税等及び仮
受消費税等は相殺のうえ、流
動負債に「その他」として計
上しております。

消費税等の会計処理
      同左

消費税等の会計処理 
 消費税等の会計処理は、税
  抜方式によっております。
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会計処理の変更

前第３四半期会計期間
(自 平成18年12月１日
至 平成19年８月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成19年12月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

― ―
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（有形固定資産の減価償却の方

法）  

 当事業年度より、法人税法の改正

（所得税法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第６号及び

法人税法施行令の一部を改正する政

令 平成19年３月30日 政令第83号）

に伴い、平成19年４月１日以降取得

資産の減価償却限度額の計算方法に

ついては、改正後の法人税法に基づ

く方法に変更しております。 

 なお、この変更に伴う影響額は軽

微であります。

追加情報

前第３四半期会計期間
(自 平成18年12月１日
至 平成19年８月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成19年12月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

― （有形固定資産の減価償却の方法） 

 法人税法改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌事業年

度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計上

しております。  

 なお、当該変更に伴う損益に与え

る影響は軽微であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示方法）  

 平成19年10月９日に公募増資を実

施し、資本金が増加したことによ

り、当事業年度より外形標準課税を

適用しております。  

 これに伴い、当事業年度より「法

人事業税における外形標準課税部分

の損益計算書上の表示についての実

務上の取扱い」（企業会計基準実務

対応報告第12号 平成16年２月13

日）に従い、法人事業税の付加価値

割及び資本割については、販売費及

び一般管理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費

は2,987千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益は同額

減少しております。

テクノアルファ㈱(3089)平成20年11月期第３四半期財務・業績の概況（非連結）

15



  

 

  

  

 

注記事項

 (四半期貸借対照表関係)

前第３四半期会計期間末
(平成19年８月31日)

当第３四半期会計期間末
(平成20年８月31日)

前事業年度末
(平成19年11月30日)

※１．       －  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

※１．四半期会計期間末日満期手形

の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理しており

ます。 

 なお、四半期会計期間の末日

は金融機関の休日であったた

め、次の四半期会計期間末日満

期手形が四半期会計期間末残高

に含まれております。 

 受取手形   37,554千円

※１．       －   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

※２．有形固定資産の減価償却累計

額

29,671千円

  ３．           －

※２．有形固定資産の減価償却累計

額

37,297千円

  ３．受取手形裏書譲渡高

           17,430千円

※２．有形固定資産の減価償却累計

額

31,723千円

  ３．      －

 ４．当座貸越契約

   当社は運転資金の機動的な調

達を行うために、株式会社みず

ほ銀行と当座貸越契約を締結し

ております。当四半期会計期間

末における未実行残高等は、以

下の通りであります。

当座貸越
極度額

150,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 150,000千円

 ４．当座貸越契約

   当社は運転資金の機動的な調

達を行うために、株式会社みず

ほ銀行と当座貸越契約を締結し

ております。当四半期会計期間

末における未実行残高等は、以

下の通りであります。

当座貸越
極度額

150,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 150,000千円

 ４．当座貸越契約

   当社は運転資金の機動的な調

達を行うために、株式会社みず

ほ銀行と当座貸越契約を締結し

ております。当事業年度末にお

ける未実行残高等は、以下の通

りであります。

当座貸越
極度額

150,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 150,000千円

 (四半期損益計算書関係)

前第３四半期会計期間
(自 平成18年12月１日
至 平成19年８月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成19年12月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

 

※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 501千円

受取配当金 3,188千円

為替差益 10,519千円

※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 1,350千円

受取配当金 50千円

投資信託
収益分配金

3,346千円

保険返戻金 14,151千円

為替差益 5,466千円

※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 507千円

受取配当金 47千円

投資信託収
益分配金

3,140千円

保険返戻金 8,507千円

為替差益 12,567千円

※２．営業外費用のうち主要なも 

   の 

    支払手数料  3,351千円

※２．営業外費用のうち主要なも 

   の 

       支払利息     185千円

※２．営業外費用のうち主要なも  

   の 

    支払手数料  14,340千円

 

 ３．減価償却実施額

有形固定資産 3,982千円

無形固定資産 947千円

※４．当四半期会計期間における税 
   金費用については、簡便法に 
   よる税効果会計を適用してい 
   るため、法人税等調整額は 
   「税金費用」に含めて表示し 
   ております。

 

 ３．減価償却実施額

有形固定資産 5,976千円

無形固定資産 2,081千円

※４．当四半期会計期間における税
   金費用については、簡便法に 
   よる税効果会計を適用してい 
   るため、法人税等調整額は 
   「税金費用」に含めて表示し 
   ております。

 

 ３．減価償却実施額

有形固定資産 8,161千円

無形固定資産 1,894千円

※４．     －
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前第３四半期会計期間(自 平成18年12月１日 至 平成19年８月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
  

２．自己株式の種類及び総数に関する事項 

 
  

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

４．配当に関する事項 

 (1）配当金支払額 

 
  

(2）基準日が当第３四半期会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が第３四半期会計期間末後と

なるもの 

  該当事項はありません。 

  

当第３四半期会計期間(自 平成19年12月１日 至 平成20年８月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
  

２．自己株式の種類及び総数に関する事項 

   該当事項はありません。 

  

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

４．配当に関する事項 

 (1）配当金支払額 

 
（注）１株当たり配当額は、上場記念配当1,000円が含まれております。 

  

  (四半期株主資本等変動計算書関係)

前事業年度末
株式数(株)

当中間会計期間
増加株式数(株)

当中間会計期間
減少株式数(株)

当中間会計期間末
株式数(株)

普通株式 10,580 － － 10,580

前事業年度末
株式数(株)

当中間会計期間
増加株式数(株)

当中間会計期間
減少株式数(株)

当中間会計期間末
株式数(株)

普通株式 440 － － 440

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成19年２月27日
定時株主総会

普通株式 20,280 2,000 平成18年11月30日 平成19年２月28日

前事業年度末
株式数(株)

当中間会計期間
増加株式数(株)

当中間会計期間
減少株式数(株)

当中間会計期間末
株式数(株)

普通株式 11,580 － － 11,580

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成20年２月26日
定時株主総会

普通株式 34,740 3,000 平成19年11月30日 平成20年２月27日
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 (2）基準日が当第３四半期会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が第３四半期会計期間 

 末後とるもの 

   該当事項はありません。 

前事業年度(自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
(注) 発行済株式の数の増加は、平成19年10月９日付の公募増資によるものであります。 

  

２．自己株式の種類及び総数に関する事項 

 
(注) 自己株式の数の減少は、平成19年10月９日付の自己株式の処分によるものであります。 

  

３．配当に関する事項 

 (1）配当金支払額 

 
  

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
（注）１株当たり配当額は、上場記念配当1,000円が含まれております。 

  

  

 

株式の種類
前事業年度末
株式数(株)

当事業年度増加
株式数(株)

当事業年度減少
株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

普通株式 10,580 1,000 － 11,580

株式の種類
前事業年度末
株式数(株)

当事業年度増加
株式数(株)

当事業年度減少
株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

普通株式 440 － 440 －

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成19年２月27日
付定時株主総会

普通株式 20,280 2,000 平成18年11月30日 平成19年２月28日

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
配当の原資

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年２月26日
付定時株主総会

普通株式 34,740 利益剰余金 3,000 平成19年11月30日 平成20年２月27日

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期会計期間
(自 平成18年12月１日
至 平成19年８月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成19年12月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

※ 現金及び現金同等物の四半期末

残高と四半期貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

(平成19年８月31日現在)

現金及び預金 496,153千円

有価証券 
(ＭＭＦ)

995千円

現金及び 
現金同等物

497,149千円

※ 現金及び現金同等物の四半期末

残高と四半期貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

(平成20年８月31日現在)

現金及び預金 773,196千円

現金及び
現金同等物

773,196千円

※ 現金及び現金同等物の期末残高

と貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

(平成19年11月30日現在)

現金及び預金 756,232千円

有価証券
(ＭＭＦ)

996千円

現金及び
現金同等物

757,229千円
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    前第３四半期会計期間（自 平成18年12月１日 至 平成19年８月31日） 

    該当事項はありません。 

  

    当第３四半期会計期間（自 平成19年12月１日 至 平成20年８月31日） 

    該当事項はありません。 

  

    前事業年度（自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日） 

    該当事項はありません。 

  

  

  

 
  

  その他有価証券 

 
  

  

(リース取引関係)

(有価証券関係)

前第３四半期会計期間末（自 平成18年12月１日 至 平成19年８月31日）

１ その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
(千円)

四半期貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

株式 3,736 3,633 △102

その他 20,211 24,784 4,572

計 23,947 28,417 4,470

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容

四半期貸借対照表計上額
(千円)

ＭＭＦ 995

非上場外国債券 23,214

当第３四半期会計期間末（自 平成19年12月１日 至 平成20年８月31日）

１ その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
(千円)

四半期貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

株式 2,177 3,781 △1,604

その他 33,464 30,410 3,054

計 35,641 34,191 1,449
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  その他有価証券 

 
  

  

 
  

  その他有価証券 

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容

四半期貸借対照表計上額
(千円)

非上場外国債券 21,872

前事業年度末（自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日）

１ その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
(千円)

四半期貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

株式 3,736 2,824 △912

その他 20,210 25,158 4,948

計 23,946 27,982 4,035

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容

貸借対照表計上額
(千円)

ＭＭＦ 996

非上場外国債券 22,016
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前第３四半期会計期間（自 平成18年12月１日 至 平成19年８月31日） 

（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

  

当第３四半期会計期間（自 平成19年12月１日 至 平成20年８月31日） 

（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

  

前事業年度（自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日） 

（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

  

  

  前第３四半期会計期間（自 平成18年12月１日 至 平成19年８月31日） 

  当社には関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

  当第３四半期会計期間（自 平成19年12月１日 至 平成20年８月31日） 

  当社には関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

  前事業年度（自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日） 

  当社には関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

  

 
(注) １株当たり四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益の算定上の基礎 

 
  

(デリバティブ取引関係)

  四半期末残高がないため、該当事項はありません。

  四半期末残高がないため、該当事項はありません。

  期末残高がないため、該当事項はありません。

(持分法投資損益等)

(１株当たり情報)

前第３四半期会計期間
(自 平成18年12月１日
至 平成19年８月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成19年12月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

１株当たり純資産額 101,699.02円 １株当たり純資産額 123,669.40円 １株当たり純資産額 110,809.68円

１株当たり四半期純利益 8,232.09円 １株当たり四半期純利益 13,698.22円 １株当たり当期純利益 17,080.31円

なお、潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益については、希薄化効果
を有している潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益については、希薄化効果
を有している潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益については、希薄化効果を
有している潜在株式が存在しないた
め記載しておりません。

前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 前事業年度

四半期（当期）純利益（千円） 83,473 156,625 176,765

普通株主に帰属しない金額 
（千円）

－ － －

普通株式に係る四半期（当期）純
利益（千円）

83,473 156,625 176,765

期中平均株式数 10,140 11,580 10,349
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(重要な後発事象)

前第３四半期会計期間
(自 平成18年12月１日
至 平成19年８月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成19年12月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

（公募による募集株式の発行）  
 当社は、平成19年10月10日に株式
会社大阪証券取引所ニッポン・ニュ
ー・マーケット－「ヘラクレス」市
場に上場いたしました。  
 株式上場に際して、平成19年９月
３日、平成19年９月14日及び平成19
年９月27日開催の取締役会において
決議した公募による募集株式の発行
は、平成19年10月９日に払込が完了
いたしました。  
 この結果、平成19年10月９日付で
資本金は、100,210千円、発行済株式
数は、11,580株となっております。  
①募集方法  
  一般公募 
  （ブックビルディング方式によ 
  る募集）  
②発行株式の種類及び数  
  普通株式1,000株  
③新株発行後の発行済株式数  
  11,580株  
④発行価格  
  １株につき 120,000円  
⑤引受価額  
  １株につき 110,400円  
⑥発行価額  
  １株につき 93,500円  
⑦資本組入額  
  １株につき 55,200円  
⑧発行価額の総額  
  93,500千円  
⑨払込金額の総額  
  110,400千円  
⑩資本組入額の総額  
  55,200千円  
⑪払込期日  
  平成19年10月９日  
⑫資金の使途  
 全額を運転資金（商品の仕入代
金）に充当する計画であります。  
 

― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
― 
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①仕入実績 

 
  （注）１． 金額は仕入価格によっております。  

     ２． 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

②受注実績 

 
  （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

③販売実績 

 
（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

(6) 仕入、受注及び販売の状況

事業部門別 仕入高(千円) 前年同期比(％)

半導体装置グループ 1,139,452 137.7

電子材料・機器グループ 208,426 105.1

マリン・環境機器グループ 396,703 157.6

その他 14,731 59.4

合計 1,759,313 135.1

事業部門別 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

半導体装置グループ 1,652,048 139.0 394,159 84.6

電子材料・機器グループ 374,819 119.0 54,976 79.8

マリン・環境機器グループ 483,094 202.6 585,478 294.7

その他 19,050 74.7 2,244 －

合計 2,529,012 143.1 1,036,858 141.4

事業部門別 販売高(千円) 前年同期比(％)

半導体装置グループ 1,470,433 132.5

電子材料・機器グループ 338,640 120.4

マリン・環境機器グループ 465,445 150.2

その他 18,506 47.4

合計 2,293,026 131.8
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