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

(注）平成19年11月期及び平成20年11月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益につきましては、潜在株式がないため、記載しておりません。  

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年11月期 3,311 16.2 351 18.8 393 30.0 222 25.9
19年11月期 2,850 4.5 295 43.4 302 20.1 176 25.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期

純利益
自己資本当期純利益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年11月期 19,220.52 ― 16.3 17.1 10.6
19年11月期 17,080.31 ― 15.7 15.7 10.4

（参考） 持分法投資損益 20年11月期  ―百万円 19年11月期  ―百万円

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 2,353 1,439 61.2 124,334.59
19年11月期 2,249 1,283 57.0 110,809.68

（参考） 自己資本   20年11月期  1,439百万円 19年11月期  1,283百万円

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 △69 7 △34 659
19年11月期 442 9 135 757

2.  配当の状況 

(注）平成20年11月期期末配当金の内訳 記念配当1,000円00銭  

1株当たり配当金 配当金総額（年
間）

配当性向
純資産配当

率（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年11月期 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 34 17.6 2.9
20年11月期 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 46 20.8 3.4

21年11月期 
（予想）

0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 ――― 23.1 ―――

3.  21年11月期の業績予想（平成20年12月1日～平成21年11月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期累計期間 1,355 △15.0 90 △47.2 93 △49.9 54 △50.2 4,676.89
通期 3,226 △2.6 323 △8.1 346 △12.1 200 △9.8 17,335.04
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(注）1株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、31ページ「1株当たり情報」をご覧ください。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年11月期  11,580株 19年11月期  11,580株
② 期末自己株式数 20年11月期  0株 19年11月期  0株

※ 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、予想数値と異なることがあります。  
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当事業年度におけるわが国経済は、サブプライムローン問題等の金融危機による米国経済の失速や原

油及び原材料価格の高騰などのマイナス要因により、当事業年度後半に大きく後退局面に入りました。

 しかしながら、当社においては、前事業年度に引き続き、主にハイブリッド車の生産の増大に伴うパ

ワー半導体の使用量の増加により、当社の主力取扱商品である半導体製造装置の自動車関連業界からの

旺盛な需要に支えられ、好調な業績をあげることができました。 

 その結果、当事業年度の売上高は3,311百万円（前事業年度比16.2％増）、営業利益は351百万円（同

18.8％増）、経常利益は393百万円(同30.0％増）、当期純利益は222百万円（同25.9％増）と売上面、

利益面ともに創業以来 高となりました。 

 事業部門別の状況は次のとおりであります。 

 半導体装置グループにおきましては、ワイヤーボンダーの販売が、産業用半導体分野のパワー半導体

を多用するハイブリッド車を製造する自動車メーカー及びその関連会社における設備投資の拡大や新製

品の投入等により堅調に推移いたしました。この結果、同グループの売上高は2,189百万円（前事業年

度比23.5％増）となりました。 

 電子材料・機器グループにおきましては、半導体業界の設備投資の拡大にあわせ、また、「セミコ

ン・ジャパン」等の展示会や当社ウェブサイトを通じた潜在顧客の発掘が功を奏したこと等により、当

社自社開発装置であるダイボンダー及び卓上型ワイヤボンダーの販売が増加いたしました。この結果、

同グループの売上高は479百万円（同1.5％増）となりました。 

 マリン・環境機器グループにおきましては、マリン事業において、近年の世界的に資源の流通が活発

である状況を反映し、貨物用船舶の建造が造船各会社で増加しており、従来からの取引先へ当社商品の

採用を積極的に働きかけ、かつ新規顧客を開拓する等の施策により、受注が増え、売上に結びついたも

のであります。この結果、同グループの売上高は617百万円（同10.7％増）となりました。 

 その他につきましては、上記グループで取り扱わないガルデン液(半導体基盤の表面洗浄液）等を扱

っておりますが、売上高が25百万円（前事業年度比47.2％減）となりました。 

 a. 貸借対照表 

当事業年度末における前事業年度末と比較した資産および負債の主な増減は以下の通りであります。

① 流動資産 

 流動資産の当事業年度末残高は2,119百万円となり、前事業年度末に比べて94百万円増加いたしまし

た。これは主に、商品の増加80百万円及び繰延税金資産の増加24百万円によるものであります。 

② 固定資産 

 固定資産の当事業年度末残高は233百万円となり、前事業年度末に比べて９百万円増加いたしまし

た。これは主に、投資有価証券の取得によるものであります。 

③ 流動負債 

 流動負債の残高は774百万円となり、前事業年度末に比べて67百万円減少いたしました。これは主

に、買掛金の減少172百万円、未払法人税等の増加31百万円及び為替予約の増加50百万円等によるもの

であります。 

④ 固定負債 

 固定負債の残高は138百万円となり、前事業年度末に比べて13万円増加いたしました。これは、退職

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

(2) 財政状態に関する分析
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給付引当金及び役員退職慰労引当金の増加によるものであります。 

⑤ 純資産 

 純資産の残高は1,439百万円となり、前事業年度末に比べて156百万円増加いたしました。これは主

に、当期純利益222百万円、繰越利益剰余金の処分による減少33百万円によるものであります。 

b.キャッシュ・フロー 

 当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末より97 

百万円減少し、659百万円となりました。 

  当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とその増減要因は次のとおりであります。 

  (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

   当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは69百万円の資金流出(前事業年度 

  は442百万円の資金流入)となりました。これは主に、税引前当期純利益391百万円、売上債権 

  の増加91百万円、仕入債務の減少170百万円及び法人税等の支払141百万円によるものであり 

  ます。 

  (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

   当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは７百万円の資金流入(前事業年度 

  は９百万円の資金流入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出５百万 

  円、無形固定資産の取得による支出６百万円、投資有価証券の取得による支出20百万円及び 

  保険積立金の解約に伴う収入39百万円によるものであります。 

  (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

   当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは34百万円の資金流出(前事業年度 

  は135百万円の資金流入)となりました。これは、配当金の支払によるものであります。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（注）１．指標の算出方法  

      自己資本比率 ： 自己資本／総資産  

      時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産  

      債務償還年数 ： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー  

      インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー／利払い  

   ２．各指標は、いずれも財務数値により算出しております。  

   ３．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。  

   ４．営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書に計上されているキャッシュ・フ 

     ローを利用しております。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を 

      支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、キャッ 

          シュ・フロー計算書の利息の支払額を利用しております。  

平成17年11月期 平成18年11月期 平成19年11月期 平成20年11月期

自己資本比率 61.6 60.5 57.0 61.2

時価ベースの自己資本比率 － － 190.4 85.3

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

－ － － －

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

－ － － －
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      ５． 当社株式は平成18年11月期までは非上場であったため、時価ベースの自己資本比率は算出 

           しておりません。また、平成17年11月期、平成18年11月期、平成19年11月期及び平成20年 

      11月期においては、有利子負債及び利払いがないため、債務償還年数及びインタレスト・ 

           カバレッジ・レシオは算出しておりません。 

  

①利益配分の基本方針  

   当社は、安定継続配当を基本としながら当事業年度ならびに中長期の収益見通し、財務体  

  質、将来の事業展開のために必要な内部留保を確保しつつ、毎事業年度安定した配当を行うこ  

  とを基本方針とし、同時に配当性向を考慮しつつ利益配分を行なってまいります。  

 ②内部留保金の使途  

   内部留保金につきましては、経営基盤の強化のために活用し、事業の拡大と株主配当の安定  

  化に努める所存であります。  

 ③今後の株主に対する利益配分の具体的増加策  

   一層の経営基盤の強化を図るため内部留保を勘案しつつ、会社業績の動向に応じて株主への  

  利益還元に取り組んでいく方針であり、配当については、配当性向等の指標を参考としつつ実  

  施していく方針であります。ただし、現時点において具体的内容は決定しておりません。  

 ④当期・次期の配当  

    当期の配当につきましては、上記の基本方針に従い、当期純利益の20%を配当性向の目処と  

  し、１株あたり4,000円（普通配当3,000円及び創立20周年記念配当1,000円）とさせていただ 

  くことを予定しております。  

   次期の配当につきましては、当期同様、当期純利益の20％を配当性向の目処とし、次期の業  

  績見通しに基づき、１株当たり4,000円を予想しております。 

  

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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①半導体製造装置への依存について 

当社は、現在、半導体装置事業、電子材料・機器事業及びマリン・環境機器事業を３つのグループ

で行っておりますが、設立当初からワイヤボンダーを中心としたとした半導体装置事業への依存度が

高く、平成20年11月期の半導体装置事業の売上高は、総売上高の66.1％を占めております。当社は、

他の電子材料・機器事業及びマリン・環境機器事業の成長を促すため、人材の補強や新製品の投入等

の施策をとっておりますが、半導体装置事業への依存体制の解消には数年を要するものと考えられま

すので、当面は半導体装置事業の主要仕入先の動向あるいは半導体製造装置の販売動向により当社の

業績に影響を与える可能性があります。 

②電子デバイス業界の需給動向による影響について 

半導体業界では、半導体の生産量や設備投資額の増減が周期的に現れる「シリコンサイクル」と呼

ばれる景気変動の現象があり、それによって業績が左右される傾向があります。半導体は、ゲーム

機・デジタルカメラ・ビデオデッキや携帯電話等に使用される一般消費者用と自動車・産業機械や大

型家電等に使用される産業用パワー半導体に区別されます。一般消費者用半導体は見込み生産が主流

であり、生産過剰による価格低下等で次年度以降に生産調整が起こりやすくなります。一方、当社が

取り扱う商品は受注生産を主体とした産業用パワー半導体分野の製造プロセスの組立工程で使用され

る製造装置・検査装置・電子材料等であるため、比較的生産過剰による価格低下に伴う設備投資抑制

の影響が少なく、生産調整が起こりにくいものでありますが、電子デバイスの需要動向の影響を完全

に回避することは困難であります。このため、電子デバイスの需要動向が大きく変動した場合には、

当社の業績に影響を与える可能性があります。 

③海外取引について 

当社は仕入の67.9％（平成20年11月期）が海外からの製品輸入であります。このうち93.0％がアメ

リカドルによる取引で、残りがユーロ及びイギリスポンドの取引となっております。当社では、この

ような外貨建輸入取引の為替レートの変動リスクを極力回避するため、為替予約等のリスクヘッジの

手段を講じて、輸入原価の安定に努めております。また、為替変動による影響が長期化することが予

想される場合には、海外仕入先との価格改定、国内販売先に対する価格改定等の交渉を行うなど当社

への影響を減少するよう努力しております。しかしながら、急激な為替レートの変動が生じ、当社が

その影響を適切に回避できない場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

④販売代理店契約について 

当社は、国内外の仕入先メーカーとの間で販売代理店契約を締結し、国内の顧客に販売しておりま

すが、メーカーの販売政策の変更等に伴って販売代理店契約の解除や契約内容が変更された場合、当

社の業績に影響を与える可能性があります。 

⑤競合メーカーについて 

当社取扱いの主力商品である半導体装置のワイヤボンダーの国内市場においては、当社が輸入販売

するもののほかに、主要なものとして国内メーカー１社の製品があります。今後、当該メーカーや新

規参入者が、当社取扱のワイヤボンダーに比して、生産性の高い高品位の商品を開発して販売を開始

した場合、または低価格で国内市場に展開した場合には、相対的に当社の競争力が低下し、あるいは

過当な価格競争が生じることによって、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

⑥特定業界顧客への依存について 

半導体装置事業においては、顧客の設備投資動向により特定の顧客に対する売上に依存する傾向が

(4) 事業等のリスク
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あります。 

 当社の売上構成は、平成20年11月期においては、主に乗用車製造におけるハイブリッド車の増加に

よりパワー半導体の需要が伸びていることから、自動車関連業界への依存する傾向があります。かか

る状況を改善すべく、自動車業界以外の業界向けの販売先の拡大に努めておりますが、かかる施策が

奏功しない場合や特定業界の顧客の設備投資が減少した場合には、当社の業績に影響を与える可能性

があります。 

⑦特定の仕入先への依存 

アメリカOrthodyne Electronics Corp.との間で締結している独占的販売代理店契約に基づき、日

本国内において販売しているパワー半導体向け製造装置のワイヤボンダーは、平成20年11月期で当社

の仕入高の55.8％と高くなっております。このため、同社からの仕入が困難となった場合、当社の業

績に影響を与える可能性があります。 

⑧売上計上基準から生じる業績の変動について 

当社の売上計上基準は、半導体製造装置等の機械装置について原則検収基準を採用しており、メー

カーからの機械装置の納品の遅れ、あるいは顧客の受け入れ検査の遅れ等によっては、契約上予定さ

れていた期間内に検収を受けることができない場合があります。特に、決算月に大きな案件が計画ど

おりに検収を受けることができなくなるような事態が発生した場合には、売上高及びそれに対応する

売上原価の計上時期が翌事業年度となることにより、当社の業績に影響を与える可能性があります。

⑨会社組織について 

a.小規模組織であることについて 

   当社は、当事業年度末現在、取締役５名、監査役３名、従業員28名と規模が小さく、社内 

  管理体制もこの規模に応じたものとなっております。今後も事業拡大に伴い人員増強を図っ 

  ていく方針であり、内部管理体制も合わせて強化・充実させていく予定でありますが、事業 

  の拡大や人員の増強に対して適切かつ十分な組織対応ができなかった場合には当社の事業遂 

  行及び拡大に制約が生じ、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  b.人材の確保、育成について 

      当社は、今後成長するにあたり、商品知識や営業力など高い能力を有する人材を採用し、 

    育成することが重要であると考えております。そのため、人材の採用については、自社ウェ 

    ブサイトや就職関連サイトでの募集や人材紹介会社の活用を通じて行っており、人材育成に  

    ついては社内でのＯＪＴや海外メーカーでの研修を通じて行っております。 

      しかしながら、適切な時期に優秀な人材が十分に確保できない場合には当社の業績及び今 

    後の業績に重大な影響を与える可能性があります。 

⑩知的財産権に関する影響について 

これまでに当社では知的財産権に関して、他社の知的財産権を侵害したとして損害賠償や使用差止

等の請求を受けたことはありません。しかしながら、当社が他社の特許を侵害したとして損害賠償、

使用禁止等の請求や当該特許等に関する対価の支払等が発生した場合には、当社の業績に影響を与え

る可能性があります。 

⑪品質管理・製造物責任・瑕疵担保責任ついて 

当社は、半導体製造装置、電子材料・機器、マリン・環境機器と多様な商品を取り扱っており、全

社においてＩＳＯ９００１の品質管理マネジメントを導入し、品質管理には細心の注意を払っており

ます。しかしながら、装置の不具合や機器及び材料・部品の不良等が原因で、顧客の生産ラインに支
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障をきたすなど、顧客に損害が発生する可能性があります。かかる事態が発生した場合、当社取扱

商品への信頼性の低下や損害賠償請求等により、当社の業績に影響を与える可能性があります。な

お、現時点までに製造物責任及び瑕疵担保責任に関する訴訟は発生しておりません。 

⑫情報管理体制について 

当社は、顧客との取引のため氏名、メールアドレス等の個人情報を含む顧客情報を有しております

が、「テクノアルファ株式会社個人情報保護方針」を定め、顧客情報の取扱いについては、細心の注

意を払っております。 

 さらに、上記④に記載のとおり、国内外の仕入先メーカーとの間で販売代理店契約を締結してお

り、当該メーカーの技術情報等を有しておりますが、社内ネットワークへアクセスする際のパスワー

ド設定や社外からのアクセスに対するファイヤーウォール設定などの対策を講じております。 

 しかしながら、かかる方策をもってしても顧客情報やメーカーの技術情報等が社外に漏洩すること

を防止できず、当該漏洩に起因して第三者に何らかの損害を生じさせた場合には、当社が損害賠償を

受けたり、当社への信用が失墜したりすることで、当社の業績に影響を与える可能性があります。 
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 当社には企業集団を構成する関係会社はありません。  

 (1) 事業の概要  

   当社は半導体製造装置、電子材料・機器及びマリン・環境機器の各仕入・販売を主たる事業と 

  しております。  

   半導体製造装置事業においてはパワー半導体（＊１）製造プロセスの後工程で使用される半導 

  体製造装置を、電子材料・機器事業においては半導体製造プロセスの後工程向けの研究開発機 

  器、検査機器、電子材料を、さらに環境機器事業においては食品・化学・石油化学業界等におけ 

  る液体分離を目的とした装置等を、それぞれ海外メーカーとの販売代理店契約に基づき輸入し、 

  国内の顧客に販売しております。  

   また、マリン事業においては、舶用機器を国内メーカーから調達し、国内の造船所及び海上保 

  安庁等に販売しております。  

   なお、各事業においては、上記の仕入商品のほか、顧客の要望に応じて自社で商品を開発し、 

  協力工場に製造委託したうえで当社が販売する商品も取り扱っております。  

   以上の事業を、それぞれ半導体装置グループ、電子材料・機器グループ及びマリン・環境機器 

  グループの３グループにおいて行っております。 

  

 

  (2) 各グループの取扱商品ならびに技術サポートについて  

      当社は単に商品を輸入、仕入、販売するだけではなく、技術専門商社として専門的な技術  

    サポートも行い、顧客の要求に応えております。  

  （半導体装置グループ）  

    パワー半導体製造プロセスの後工程（組立）で使用されるアメリカOrthodyne  

      Electronics Corp.製のアルミ線ウェッジワイヤボンダー（＊２）（以下、「ワイヤボンダー」 

   という。）ならびにその部品、消耗品の輸入販売、さらに技術サポートとして調整、オペレー 

   タ教育、保守を行っております。また、装置の導入前・導入後の顧客向けデモンストレーショ 

   ン及びトレーニングのためにワイヤボンダーに関する接合技術センターを本社内に設置してお 

２ 企業集団の状況
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   ります。 

   （電子材料・機器グループ） 

      半導体製造、電子部品製造、液晶等組立で使用される接着剤や消耗品、卓上型ワイヤボンダー 

  （＊３）、ボンドテスター（＊４）、温度モニターシステム（＊５）のほか自社開発商品のフリ 

  ップチップ・ダイボンダー（＊６）及びプラズマ処置装置（＊７）等を販売しております。さら 

  に、一部の機器類においては、技術サポートとして調整、オペレータ教育、保守を行っておりま 

  す。 

   （マリン・環境機器グループ） 

      マリン事業では、外国航路を就航する船舶に搭載される救命ボート、救命ボートを昇降させる 

   ためのダビット（＊８）等の舶用機器を、日本国内メーカーとの販売提携あるいは製造協定の下 

     で、造船会社や海上保安庁へ販売しております。 

       環境機器事業では、食品、化学、石油化学業界での液体分離を目的とした振動膜式フィルター 

    （＊９）とセラミック膜（＊10）の販売を行い、技術サポートとして調整、オペレータ教育、保 

     守を行っております。 

用語解説  

＊１ 電力を制御する半導体デバイスを指し、電源装置、モータードライブ、コンピュータ、自動  

      車、大型家電（エアコン、冷蔵庫など）、産業用機器等に用いられる半導体。  

＊２ 半導体組立工程で、ＩＣチップと端子間を細いアルミ線で超音波を用いて接合する装置  

＊３ 研究開発、試作の工程で、細いアルミ線で超音波を用いて接合する卓上型の装置  

＊４ 半導体組立工程でワイヤボンドをした後、接合強度を検査する装置  

＊５ プリント基板に電子部品を実装するハンダ付け装置の温度を監視する装置  

＊６ 半導体組立工程でＩＣチップを基板上に高い精度で搭載する装置  

＊７ マイクロ波や大気圧等を用いて、プラズマを発生させ、ＩＣチップ表面やその他接合面の表  

      面状態を改善するためのクリーニング装置  

＊８ 救命ボートを昇降させる装置  

＊９ フィルター膜の目詰まりを防止する目的で、膜自体を振動させ、フィルター膜の寿命を維持  

      させる装置  

＊10 フィルターの一種で、セラミックで成形された多種形状の膜 
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当社の経営理念は、顧客満足度の向上に努め顧客の納得する技術サポートの提供を通して企業の成長

を目指す考えのもと、半導体装置の後工程分野に特化する専門性と関連業界に対する電子材料等の取扱

い及び販売とのシナジー効果の 大化を図ることであります。また、マリン部門においては安定的な収

益の確保を維持し、環境機器部門では早期成長路線に乗せるべく安定した顧客の獲得に努める所存であ

ります。 

収益性と企業価値向上のため、主に「売上高総利益率」と「売上高営業利益率」の改善、「売上高構

成比率」の 適化を目標とする経営指標として企業経営を行っております。 

半導体装置並びに電子材料等が売上高の過半数を占める業態でありますが、半導体後工程分野におけ

る装置や電子材料分野の取扱商品を拡充し、より一層専門化した企業集団としてさらなる深耕を図って

いく所存であります。これらの事業分野では、国産化の推進、自社開発商品の拡大を通して利益率の増

大を図るとともに輸入仕入に依存しない体質強化に取り組んでまいります。また、環境機器の分野では

商品単体の輸入のみならずプロセス装置の製作まで協力工場を活用して付加価値を高める事業展開を図

る所存であります。 

① 三事業部門の収益のバランス  

   当社の主力事業部門であります半導体装置グループが売上の過半数を占めるため、今後は他 

  の電子材料・機器グループやマリン・環境機器グループの拡大を図りバランスを取ってまいり 

  ます。  

  ② 輸入依存度の低減  

   当社の輸入取引の割合が70％を占めておりますが、国内取引を増やすことにより、60％程度 

  に比率を減らす方向でまいります。  

 ③ 自社開発製品の拡充  

     大学との産学協同を通じ、自社開発商品に積極的に取り組むことで輸入依存率の低減や安定 

   した利益率の向上に努めてまいります。 

  該当事項はありません。 

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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４ 財務諸表

(1) 貸借対照表

前事業年度 

(平成19年11月30日)

当事業年度 

(平成20年11月30日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

 （資産の部）

 Ⅰ 流動資産

  １ 現金及び預金 756,232 655,325 △100,907

  ２ 受取手形 ※１ 161,553 301,603 140,049

  ３ 売掛金 891,862 843,534 △48,327

  ４ 有価証券 996 － △996

  ５ 商品 154,718 234,867 80,149

  ６ 前渡金 2,751 － △2,751

  ７ 前払費用 49,323 48,549 △774

  ８ 繰延税金資産 5,493 30,357 24,863

  ９ 従業員短期貸付金 1,025 894 △131

  10 その他 1,719 4,976 3,257

   貸倒引当金 △105 △117 △12

 流動資産合計 2,025,572 90.0 2,119,991 90.1 94,418

 Ⅱ 固定資産

  １ 有形固定資産

   (1)建物 4,554 5,804 1,250

    減価償却累計額 △4,119 435 △4,324 1,480 △204 1,045

   (2)機械及び装置 24,750 24,750 －

    減価償却累計額 △12,193 12,557 △15,471 9,279 △3,277 △3,277

   (3)工具器具備品 28,684 31,821 3,137

    減価償却累計額 △15,410 13,273 △19,550 12,270 △4,140 △1,002

 有形固定資産合計 26,266 1.2 23,031 1.0 △3,235

  ２ 無形固定資産

   (1)ソフトウエア 5,474 9,360 3,885

   (2)電話加入権 314 314 －

   (3)施設利用権 3,975 3,975 －

 無形固定資産合計 9,764 0.4 13,649 0.6 3,885

  ３ 投資その他の資産

   (1)投資有価証券 49,998 63,709 13,710

   (2)従業員長期貸付金 1,160 265 △894

   (3)長期前払費用 985 912 △72

   (4)繰延税金資産 48,654 55,369 6,714

   (5)保険積立金 66,823 57,099 △9,723

   (6)前払年金費用 2,265 － △2,265

   (7)差入保証金 18,282 19,253 970

 投資その他の資産合計 188,169 8.4 196,609 8.3 8,440

 固定資産合計 224,200 10.0 233,290 9.9 9,090

 資産合計 2,249,773 100.0 2,353,282 100.0 103,508

－12－



 
  

前事業年度 

(平成19年11月30日)

当事業年度 

(平成20年11月30日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

 （負債の部）

 Ⅰ 流動負債

  １ 買掛金 693,667 520,893 △172,773

  ２ 未払金 55,530 65,166 9,636

  ３ 未払費用 2,250 7,963 5,713

  ４ 未払法人税等 82,154 113,698 31,544

  ５ 前受金 － 29 29

  ６ 預り金 3,421 6,219 2,798

  ７ 未払消費税等 4,699 10,005 5,305

  ８ 為替予約 － 50,104 50,104

  ９ その他 － 610 610

 流動負債合計 841,722 37.4 774,690 32.9 △67,032

 Ⅱ 固定負債

  １ 退職給付引当金 － 1,995 1,995

  ２ 役員退職慰労引当金 124,874 136,802 11,927

 固定負債合計 124,874 5.6 138,797 5.9 13,922

 負債合計 966,597 43.0 913,487 38.8 △53,109

 （純資産の部）

 Ⅰ 株主資本

  １ 資本金 100,210 4.5 100,210 4.3 －

  ２ 資本剰余金

   (1)資本準備金 75,210 75,210 －

   (2)その他資本剰余金 44,396 44,396 －

 資本剰余金合計 119,606 5.3 119,606 5.1 －

  ３ 利益剰余金

   (1)利益準備金 6,250 6,250 －

   (2)その他利益剰余金

    特別償却積立金 2,716 1,914 △801

    別途積立金 550,000 550,000 －

    繰越利益剰余金 501,264 689,900 188,635

 利益剰余金合計 1,060,231 47.1 1,248,065 53.0 187,833

  株主資本合計 1,280,047 56.9 1,467,881 62.4 187,833

 Ⅱ 評価・換算差額等

  １ その他有価証券評価 

    差額金
2,393 0.1 1,630 0.1 △763

  ２ 繰延ヘッジ損益 734 0.0 △29,716 △1.3 △30,451

 評価・換算差額等合計 3,128 0.1 △28,086 △1.2 △31,215

 純資産合計 1,283,176 57.0 1,439,794 61.2 156,618

 負債純資産合計 2,249,773 100.0 2,353,282 100.0 103,508
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(2) 損益計算書

前事業年度 

(自 平成18年12月１日 

 至 平成19年11月30日)

当事業年度 

(自 平成19年12月１日 

 至 平成20年11月30日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅰ 売上高 2,850,959 100.0 3,311,690 100.0 460,730

Ⅱ 売上原価

 １ 商品期首たな卸高 102,494 154,718 52,223

 ２ 当期商品仕入高 2,107,988 2,440,137 332,149

     合計 2,210,482 2,594,855 384,373

 ３ 他勘定振替高 3,542 8,036 4,493

 ４ 商品期末たな卸高 161,153 238,120 76,966

 ５ 商品たな卸減耗損 162 301 138

 ６ 商品評価損 6,273 2,052,222 72.0 2,951 2,351,951 71.0 △3,321 299,729

   売上総利益 798,737 28.0 959,738 29.0 161,001

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 502,840 17.6 608,318 18.4 105,477

   営業利益 295,897 10.4 351,420 10.6 55,523

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 507 2,447 1,940

 ２ 受取配当金 47 50 2

 ３ 投資信託収益分配金 3,140 3,346 206

 ４ 保険返戻金 8,507 30,002 21,494

 ５ 為替差益 12,567 6,793 △5,773

 ６ 仕入割引 158 6 △152

 ７ 雑収入 16 24,945 0.8 1 42,648 1.3 △14 17,703

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 5 185 179

 ２ 支払手数料 14,340 － △14,340

 ３ 株式交付費 3,221 － △3,221
 

 

 ４ その他 430 17,996 0.6 298 483 0.0 △131 △17,512

   経常利益 302,846 10.6 393,585 11.9 90,739

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入額 2 2 0.0 － － － △2 △2

Ⅶ 特別損失

 １ 投資有価証券評価損 － － － 2,541 2,541 0.1 2,541 2,541

   税引前当期純利益 302,848 10.6 391,044 11.8 88,195

  法人税、住民税及び事業税 133,314 178,633 45,318

  法人税等調整額 △7,231 126,083 4.4 △10,162 168,470 5.1 △2,931 42,387

   当期純利益 176,765 6.2 222,573 6.7 45,807
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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) 

  

 
  

  

 
  

(3) 株主資本等変動計算書

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

利益 
剰余金 
合計

資本 
準備金

その他資
本剰余金

資本
剰余金 
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 自己株式
株主資本
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)

45,010 20,010 － 20,010 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 55,200 55,200 － 55,200 － － － － － － 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 － － 44,396 44,396 － － － － － 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)

55,200 55,200 44,396 99,596 － △787 － 157,273 156,485 4,180 315,461

平成19年11月30日残高(千
円)

100,210 75,210 44,396 119,606 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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当事業年度(自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日) 

  

 
  

  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

利益 
剰余金 
合計

資本 
準備金

その他資
本剰余金

資本
剰余金 
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
株主資本
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)

100,210 75,210 44,396 119,606 6,250 2,716 550,000 501,264 1,060,231 1,280,047

事業年度中の変動額

 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

 当期純利益 － － － － － － － 222,573 222,573 222,573

 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)

－ － － － － △801 － 188,635 187,833 187,833

平成20年11月30日残高(千
円)

100,210 75,210 44,396 119,606 6,250 1,914 550,000 689,900 1,248,065 1,467,881

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

事業年度中の変動額

 特別償却準備金の取崩し － － － －

 剰余金の配当 － － － △34,740

 当期純利益 － － － 222,573

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△763 △30,451 △31,215 △31,215

事業年度中の変動額合計 
(千円)

△763 △30,451 △31,215 156,618

平成20年11月30日残高(千円) 1,630 △29,716 △28,086 1,439,794
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(4) キャッシュ・フロー計算書

前事業年度 

(自 平成18年12月１日 

 至 平成19年11月30日)

当事業年度 

(自 平成19年12月１日 

 至 平成20年11月30日)

比較増減

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

 税引前当期純利益 302,848 391,044 88,195

 減価償却費 10,134 10,992 857

 退職給付引当金の増減額（減少：△） － 1,995 1,995

 役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 11,831 11,927 95

 貸倒引当金の増減額（減少：△） △2 12 15

 受取利息及び受取配当金 △3,694 △5,844 △2,149

 支払利息 5 185 179

 株式交付費 3,221 － △3,221

 為替差損益（為替差益：△） 7,103 4,467 △2,635

 保険返戻金 △8,507 △30,002 △21,494

 投資有価証券評価損益（評価益：△） － 2,541 2,541

 売上債権の増減額（増加：△） △15,324 △91,721 △76,397

 たな卸資産の増減額（増加：△） △52,223 △80,149 △27,926

 その他流動・固定資産の増減額（増加：△） △2,152 2,797 4,949

 仕入債務の増減額（減少：△） 298,599 △170,022 △468,622

 未払金の増減額（減少：△） 2,322 3,661 1,338

 未払消費税等の増減額（減少：△） △26,666 5,305 31,971

 その他流動・固定負債の増減額（減少：△） △2,642 9,151 11,793

    小計 524,852 66,340 △458,511

 利息及び配当金の受取額 3,694 5,844 2,149

 利息の支払額 △5 △185 △179

 法人税等の支払額 △85,829 △141,113 △55,283

    営業活動によるキャッシュ・フロー 442,711 △69,113 △511,825
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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)

当事業年度 

(自 平成19年12月１日 

 至 平成20年11月30日)

比較増減

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

 有形固定資産の取得による支出 △608 △5,009 △4,401

 無形固定資産の取得による支出 － △6,780 △6,780

 投資有価証券の取得による支出 △42 △20,445 △20,402

 差入保証金の差入による支出 △4,504 △970 3,534

 貸付金による支出 △500 － 500

 貸付金の回収による収入 522 1,025 502

 保険積立金の積立による支出 △365 △177 187

 保険積立金の解約による収入 15,217 39,902 24,685

    投資活動によるキャッシュ・フロー 9,719 7,545 △2,173

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 新株の発行による収入 107,179 － △107,179

 自己株式の処分による収入 48,576 － △48,576

 配当金の支払額 △20,280 △34,740 △14,460

    財務活動によるキャッシュ・フロー 135,475 △34,740 △170,215

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △1,561 △1,561

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 587,905 △97,869 △685,775

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 169,323 757,229 587,905

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 757,229 659,360 △97,869
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重要な会計方針

項目
前事業年度

(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

１ 有価証券の評価基準及

び評価方法

その他有価証券

 時価のあるもの

  期末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

法より算定)を採用しております。

その他有価証券

 時価のあるもの

同左

  

 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。

 時価のないもの

同左

２ デリバティブ等の評価

基準及び評価方法

デリバティブ

 時価法を採用しております。

デリバティブ

同左

３ たな卸資産の評価基準

及び評価方法

商品

 機械装置

  個別法による原価法を採用してお

ります。

商品

 機械装置

同左

 部品等

  移動平均法による原価法を採用し

ております。

 部品等

同左

４ 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

  また、平成19年度の法人税法の改正に

伴い、平成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産については、改正法人税法

に規定する償却方法により減価償却費を

計上しております。

 

(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

  

(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

５ 繰延資産の処理方法 株式交付費 

 支出時に全額費用として処理してお

ります。 

－

６ 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、期末日の直

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
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項目
前事業年度

(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

７ 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

(2) 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。

(2) 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

き計上しております。

(3) 役員退職慰労引当金

   当社は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」に基づく期末要支給額を計

上しております。

(3) 役員退職慰労引当金

同左

８ 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

９ 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

(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

(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

(4) ヘッジの有効性評価の方法

   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) ヘッジの有効性評価の方法

同左

10 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

11 その他財務諸表作成の

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。

消費税等の会計処理

同左
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重要な会計方針の変更

前事業年度
(自 平成18年12月１日

  至 平成19年11月30日）

当事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20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。

―

表示方法の変更

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

当事業年度 
(自 平成19年12月１日 
  至 平成20年11月30日)

（損益計算書） 

 前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示

しておりました「仕入割引」及び「雑収入」について

は、当事業年度において金額的重要性が増したため、当

事業年度より区分掲記しております。 

 なお、前事業年度の「仕入割引」は511千円、「雑収

入」は387千円であります。

―

追加情報

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

当事業年度 
(自 平成19年12月１日 
  至 平成20年11月30日)

（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が同額減少し

ております。

  (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。
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財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成19年11月30日)

当事業年度 
(平成20年11月30日)

※１          － 

  

 

               

 

※１  事業年度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、当事業年度末日は金融機関の休日であっ

たため、次の事業年度末満期手形が事業年度末残

高に含まれております。

   受取手形           18,692千円

 ２          －       ２ 受取手形裏書譲渡高      22,349千円    

 ３ 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。

 ３ 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

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

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は7.3％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

92.7％であります。

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は6.5％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

93.5％であります。

   主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 35,312千円

給与手当 142,185千円

賞与 50,705千円

退職給付費用 5,462千円

法定福利費 26,069千円

家賃 20,387千円

広告宣伝費 12,630千円

旅費交通費 31,933千円

保険料 62,602千円

減価償却費 10,056千円

発送運賃 23,493千円

役員退職慰労引当金繰入額 11,831千円

業務委託費 8,609千円

報酬等 17,777千円

   主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 57,997千円

給与手当 145,737千円

賞与 54,717千円

退職給付費用 7,670千円

法定福利費 29,276千円

家賃 27,483千円

広告宣伝費 13,630千円

旅費交通費 38,710千円

保険料 52,523千円

減価償却費 10,919千円

発送運賃 23,734千円

役員退職慰労引当金繰入額 11,927千円

業務委託費 13,257千円

報酬等 18,735千円
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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） 

  

 
(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。 

  

  

 
(注) 自己株式の数の増加は、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。 

  

  

 
  

  

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

  

(株主資本等変動計算書関係)

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

(2) 自己株式の種類及び総数に関する事項

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 ―

(3) 配当に関する事項

① 配当金支払額

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

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当事業年度末後となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
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日付 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 34,740 3,000
平成19年 
11月30日

平成20年
２月27日
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当事業年度(自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日） 

  

 
  

  

 
  

  

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

  

  

 
 (注) １株当たり配当額には、創立20周年記念配当1,000円が含まれております。 

  

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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 11,580 － － 11,580

(2) 自己株式の種類及び総数に関する事項

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 － － － －

(3) 配当に関する事項

① 配当金支払額

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日付 
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

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当事業年度末後となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
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21年 
２月26日付 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 46,320 4,000
平成20年 
11月30日

平成21年
２月27日
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

※ 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

※ 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

(平成20年11月30日現在)

現金及び預金 655,325千円

流動資産のその他に含まれる 
現金同等物

4,034千円

現金及び現金同等物 659,360千円

(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。 
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前事業年度(平成19年11月30日現在) 

  

 
  

その他有価証券 

  

 
  

  

 
  

該当事項はありません。 

  

(有価証券関係)

１ その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
(千円)

貸借対照表計上額 
(千円)

差額
(千円)

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

(1) 株式 ― ― ―

(2) その他 20,210 25,158 4,948

小計 20,210 25,158 4,948

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

(1) 株式 3,736 2,824 △912

(2) その他 ― ― ―

小計 3,736 2,824 △912

合計 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

３ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

１年以内 
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内 
(千円)

10年超
(千円)

債券

 その他 ─ ─ 22,016 ─

４ 事業年度中に売却したその他有価証券
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当事業年度(平成20年11月30日現在) 

  

 
（注）表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額であります。なお、当事業年度末において減損 

   処理を行い、投資有価証券評価損2,541千円を計上しております。 

  

その他有価証券 

  

 
  

  

 
  

該当事項はありません。 

  

１ その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
(千円)

貸借対照表計上額 
(千円)

差額
(千円)

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

(1) 株式 － － －

(2) その他 20,210 25,452 5,242

小計 20,210 25,452 5,242

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

(1) 株式 1,240 1,240 －

(2) その他 20,400 17,906 △2,493

小計 21,640 19,147 △2,493

合計 41,850 44,599 2,748

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)

非上場外国債券 19,110

３ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

１年以内 
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内 
(千円)

10年超
(千円)

① 債券

   その他 － － 19,110 －

② その他 － 43,358 － －

４ 事業年度中に売却したその他有価証券
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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) 

 期末残高がないため、該当事項はありません。 

 (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。 

  
当事業年度(自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日) 

 期末残高がないため、該当事項はありません。 

 (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。 

  

(デリバティブ取引関係)

１ 取引の状況に関する事項

前事業年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

(1) 取引の内容

   利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引

及び通貨オプション取引であります。

(1) 取引の内容

同左

(2) 取引に対する取組方針

   デリバティブ取引は、外貨建取引の成約高の範囲

内で行っております。為替相場の変動によるリスク

回避を目的としており、投機的な取引は行わない方

針であります。

(2) 取引に対する取組方針

同左

(3) 取引の利用目的

   デリバティブ取引は外貨建の仕入における為替変

動リスクを回避する目的で利用しております。

(3) 取引の利用目的

同左

(4) 取引に係るリスクの内容

   デリバティブ取引は、為替相場の変動によるリス

クを有しております。なお、取引の契約先は信用度

の高い国内の金融機関であり、相手方の契約不履行

によるリスクはほとんどないと判断しております。

(4) 取引に係るリスクの内容

同左

(5) 取引に係るリスク管理体制

   デリバティブ取引については、取締役会で承認さ

れた市場リスク管理施策規程に基づき、代表取締役

が取引を執行し、事務管理は管理グループが行って

おります。

(5) 取引に係るリスク管理体制

同左

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明

   契約額等は、あくまでも名目的な契約額であり、

デリバティブ取引に係る市場リスクの大きさを示す

ものではありません。

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左

２ 取引の時価等に関する事項
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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) 

当社は、関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日) 

当社は、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) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

 
  

(持分法投資損益等)

(関連当事者との取引)

(税効果会計関係)

前事業年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

 

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 (千円)

 未払事業税 5,955

  貸倒引当金       42

 減価償却超過額 840

 役員退職慰労引当金 50,811

繰延税金資産合計 57,650

繰延税金負債

 特別償却準備金 1,354

  為替予約 504

 その他有価証券評価差額 1,642

繰延税金負債合計 3,501

繰延税金資産の純額 54,148
 

 

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 (千円)

未払事業税 8,721

 為替予約 20,387

貸倒引当金 47

商品評価損 1,201

減価償却超過額 813

退職給付引当金 812

役員退職慰労引当金 55,664

繰延税金資産合計 87,647

繰延税金負債

特別償却準備金 801

その他有価証券評価差額 1,118

繰延税金負債合計 1,920

繰延税金資産の純額 85,726

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため注記を省略しております。

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

      法定実効税率  40.69％

      (調整）
      交際費等永久に損金に算入され 
       ない項目

  0.11％

      役員賞与の損金不算入額   2.44％

      住民税均等割   0.06％

      その他 △0.22％
      税効果会計適用後の法人税等の 
       負担率

 43.08％
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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) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30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。 

  

当事業年度(自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日) 

    該当事項はありません。 

(退職給付関係)

前事業年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社は、国の制度である中小企業退職金共済制度及

び所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制

度」に加入しており、この積立金を年金資産として勤

続年数に応じて月額定額掛金を設定し、拠出しており

ます。

１ 採用している退職給付制度の概要

同左

２ 退職給付債務に関する事項

  従業員数が300人未満であり、簡便法を適用しており

ます。期末自己都合要支給額を退職給付債務としてお

ります。

２ 退職給付債務に関する事項

同左

 

退職給付債務 43,402千円

年金資産 45,667千円

前払年金費用 2,265千円

退職給付費用 5,462千円

退職給付債務 47,234千円

年金資産 45,239千円

退職給付引当金 1,995千円

退職給付費用 7,670千円

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)
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(注) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

  

   該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

 
１株当たり純資産額 110,809円68銭

 
１株当たり純資産額 124,334円59銭

 
１株当たり当期純利益金額 17,080円31銭

 
１株当たり当期純利益金額 19,220円52銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、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金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

前事業年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

当期純利益(千円) 176,765 222,573

普通株主に帰属しない金額(千円) (─) (―)

普通株式に係る当期純利益(千円) 176,765 222,573

期中平均株式数(株) 10,349 11,580

(重要な後発事象)
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  該当事項はありません。 

  仕入、受注及び販売の実績 

①仕入実績 

当期の仕入実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。 

 
(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 

当期の受注実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。 

 
(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 

当期の販売実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

５ その他

(1) 役員の異動

(2) その他

事業部門別 仕入高(千円) 前年同期比(％)

半導体装置グループ 1,597,698 124.3

電子材料・機器グループ 301,090 88.7

マリン・環境機器グループ 521,157 115.7

その他 20,191 62.2

合計 2,440,137 115.8

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 1,987,524 124.3 10,790 5.1

電子材料・機器グループ 465,664 102.0 4,729 25.2

マリン・環境機器グループ 545,269 63.7 495,910 87.3

その他 23,790 65.2 － －

合計 3,022,249 102.6 511,430 63.9

事業部門別 販売高(千円) 前年同期比(％)

半導体装置グループ 2,189,279 123.5

電子材料・機器グループ 479,731 101.5

マリン・環境機器グループ 617,189 110.7

その他 25,490 52.8

合計 3,311,690 116.2

―32―




