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1.  平成21年11月期第1四半期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年2月28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1四半期 5,163 ― △555 ― △591 ― △416 ―
20年11月期第1四半期 7,356 6.3 325 △51.2 274 △63.3 306 △25.0

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1四半期 △18.83 ―
20年11月期第1四半期 13.83 ―

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1四半期 36,632 16,766 45.5 753.26
20年11月期 37,717 18,228 48.0 818.58

（参考） 自己資本   21年11月期第1四半期  16,672百万円 20年11月期  18,118百万円

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  有  
本日(平成21年４月６日)別途公表いたしました「平成21年11月期配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

1株当たり配当金
（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

20年11月期 ― 6.00 ― 4.00 10.00
21年11月期 ―
21年11月期 

（予想）
0.00 ― 4.00 4.00

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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 
連結累計期間

10,700 ― △860 ― △900 ― △650 ― △29.37

通期 24,600 △14.6 60 △92.9 △30 ― △190 ― △8.58
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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、4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、4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 
1.上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場
合があります。  
2.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。 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年11月期第1四半期 22,167,211株 20年11月期  22,167,211株
② 期末自己株式数 21年11月期第1四半期  33,933株 20年11月期  33,729株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年11月期第1四半期 22,133,356株 20年11月期第1四半期 22,134,215株
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当第１四半期におけるわが国経済は、世界的な金融、需要の収縮を背景に、厳しい状況で推移いたしま
した。当社グループの主要な取引業界のひとつであります紙パルプ産業界におきましては、紙・板紙とも
需要の減退による減産を余儀なくされ、操業の短縮、抄紙機の休止等が実施されております。また、同様
に主要な取引業界でありますデジタル家電産業界の薄型テレビ分野におきましては、一部製品市場に回復
のきざしがみられるものの、大幅な在庫調整により生産は低迷いたしました。 
 このような環境のもと当社グループは積極的な営業活動を展開してまいりましたが、当第１四半期の売
上高は前年同期比29.8％減の5,163百万円となりました。損益面につきましては、需要減少に対応した生
産調整を行う一方、原価低減、経費削減に注力いたしましたが、売上高の減少を補うことができず、ま
た、棚卸資産の評価に関する会計基準の適用等も影響し、営業損失は555百万円、経常損失は591百万円、
四半期純損失につきましては416百万円となりました。  
 なお、当連結会計年度より、第１四半期決算短信を作成しているため、前年同期比較は参考として記載
しております。 

  

（資産）  
  流動資産は、前連結会計年度末に比べて186百万円減少し、17,840百万円となりました。これは、現金
及び預金が557百万円、その他の流動資産が311百万円それぞれ増加し、受取手形及び売掛金が1,212百万
円減少したことなどによるものであります。 
（負債）  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて131百万円減少し、11,327百万円となりました。これは、短期
借入金が779百万円増加し、支払手形及び買掛金が1,024百万円減少したことなどによるものであります。 
 固定負債は、前連結会計年度末に比べて509百万円増加し、8,538百万円となりました。これは、長期借
入金が664百万円増加したことなどによるものであります。  
 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて377百万円増加し、19,866百万円となりました。 
（純資産）  

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1,462百万円減少し、16,766百万円となりました。これは、
主として四半期純損失416百万円および為替換算調整勘定が816百万円減少したことなどによるものであり
ます。 

  

平成21年11月期第２四半期累計期間および通期の業績予想に関しましては、平成21年1月15日に公表い
たしました業績予想を修正しております。詳しくは、本日（平成21年4月6日）別途公表いたしました「平
成21年11月期第２四半期累計期間および通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
  

【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
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該当事項はありません。 
  

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を期間按分して算定する方
法によっております。 

当社および国内連結子会社の税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度
の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四
半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 
  なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

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。 

当第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」（企業会計基準委員会 平成
18年7月5日 企業会計基準第9号）を適用し、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。 
  この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益、および税金等調
整前四半期純利益がそれぞれ238,718千円減少しております。 

当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の
取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年5月17日 実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必
要な修正を行っております。 
  この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益、および税金等調整前四半期純
利益がそれぞれ4,393千円減少しております。 

従来、出荷基準によって計上しておりました一部製品について、当第１四半期連結会計期間より、
得意先使用時検収基準に変更しております。この変更は、出荷から検収までの期間が長期化するもの
について収益の実態をより適切に反映し、期間損益の適正化を図るためのものであります。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総損益、営業利益、経常利益及び税金等調整前
四半期純利益がそれぞれ54,876千円減少しております。  

当社および国内連結子会社の機械装置については従来、耐用年数を３～14年としておりましたが、
当第1四半期連結会計期間より３～10年に変更致しました。この変更は「減価償却資産の耐用年数に
関する省令の一部を改正する省令 財務省令第32号）によるものであります。 
  この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益が14,032千円、営業利益、経常利益およ
び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ14,618千円減少しております。 

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

①固定資産の減価償却費の算定方法

②税金費用の計算

(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

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

③連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

④一部製品に係る売上計上基準の変更

（追加情報）
有形固定資産の耐用年数の変更 

日本フイルコン㈱（5942）平成21年11月期第１四半期決算短信
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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 3,220,173 2,662,461

受取手形及び売掛金 6,734,152 7,946,790

商品及び製品 4,060,236 3,787,764

仕掛品 611,657 628,487

原材料及び貯蔵品 2,261,841 2,358,091

その他 1,003,406 691,596

貸倒引当金 △51,447 △48,452

流動資産合計 17,840,020 18,026,739

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,352,730 5,564,938

機械装置及び運搬具（純額） 4,589,687 5,053,437

土地 3,386,608 3,442,743

その他（純額） 1,774,886 1,342,905

有形固定資産合計 15,103,912 15,404,024

無形固定資産   

のれん 682,777 828,809

その他 40,292 46,741

無形固定資産合計 723,069 875,551

投資その他の資産   

投資有価証券 1,781,772 2,146,224

その他 1,193,801 1,272,730

貸倒引当金 △10,415 △7,659

投資その他の資産合計 2,965,158 3,411,295

固定資産合計 18,792,140 19,690,871

資産合計 36,632,161 37,717,611
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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   

支払手形及び買掛金 4,339,162 5,363,974

短期借入金 3,460,319 2,680,457

1年内返済予定の長期借入金 1,479,039 1,434,161

未払法人税等 43,550 93,390

賞与引当金 363,798 80,100

設備関係支払手形 164,816 173,710

その他 1,476,481 1,633,289

流動負債合計 11,327,167 11,459,085

固定負債   

長期借入金 5,690,946 5,026,859

退職給付引当金 113,515 109,407

役員退職慰労引当金 265,061 262,017

長期預り敷金保証金 2,036,182 2,069,638

その他 433,248 561,623

固定負債合計 8,538,954 8,029,546

負債合計 19,866,122 19,488,631

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,685,582 2,685,582

資本剰余金 1,912,324 1,912,324

利益剰余金 13,419,220 13,912,378

自己株式 △27,610 △27,515

株主資本合計 17,989,515 18,482,769

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △17,971 141,720

繰延ヘッジ損益 △11,212 △34,319

為替換算調整勘定 △1,288,258 △472,074

評価・換算差額等合計 △1,317,443 △364,673

少数株主持分 93,966 110,884

純資産合計 16,766,039 18,228,979

負債純資産合計 36,632,161 37,717,611
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 (2)四半期連結損益計算書 
  （第１四半期連結累計期間） 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 5,163,180

売上原価 4,093,042

売上総利益 1,070,138

販売費及び一般管理費 1,626,103

営業損失（△） △555,964

営業外収益  

受取利息 701

受取配当金 14,860

その他 26,095

営業外収益合計 41,657

営業外費用  

支払利息 48,312

持分法による投資損失 17,081

その他 12,197

営業外費用合計 77,591

経常損失（△） △591,898

特別損失  

固定資産除却損 1,637

投資有価証券評価損 1,339

ゴルフ会員権評価損 14,360

特別損失合計 17,336

税金等調整前四半期純損失（△） △609,235

法人税等 △191,294

少数株主損失（△） △1,076

四半期純損失（△） △416,864
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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)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28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損失（△） △609,235

減価償却費 469,991

のれん償却額 9,878

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,829

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,043

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,750

受取利息及び受取配当金 △15,561

支払利息 48,312

持分法による投資損益（△は益） 17,081

有形固定資産除却損 661

投資有価証券評価損益（△は益） 1,339

ゴルフ会員権評価損 14,360

売上債権の増減額（△は増加） 1,212,637

たな卸資産の増減額（△は増加） △159,391

仕入債務の増減額（△は減少） △1,024,811

未払消費税等の増減額（△は減少） 11,047

その他 △17,759

小計 △30,824

利息及び配当金の受取額 16,065

利息の支払額 △43,995

法人税等の支払額 △103,765

営業活動によるキャッシュ・フロー △162,520

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 △35

定期預金の払戻による収入 52,000

有形固定資産の取得による支出 △651,606

投資有価証券の取得による支出 △6,747

長期預り敷金保証金の返還による支出 △40,206

その他 5,855

投資活動によるキャッシュ・フロー △640,739

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 779,862

長期借入れによる収入 1,158,000

長期借入金の返済による支出 △339,496

自己株式の取得による支出 △95

配当金の支払額 △88,533

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,509,736

現金及び現金同等物に係る換算差額 △86,996

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 619,481

現金及び現金同等物の期首残高 2,594,634

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,214,116
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該当事項はありません。 

  

事業の種類別セグメント情報 

 
（注）1 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   2 各区分の主な製品  

（1）織網・関連機器…紙・パルプ抄造用網、各種工業用特殊網および水処理装置等  

（2）ミクロ製品等…エッチング、フォトマスク等ミクロ製品、他  

不動産賃貸 

   3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、総務部門等管理部門に係る

費用であります。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年12月１日  至 平成21年２月28日）           (単位:千円)

織網・関連機器 ミクロ製品等 計 消去又は全社 連結

売上高及び営業損益
売上高

（1）外部顧客に対する売上高 3,524,658 1,638,522 5,163,180 ─ 5,163,180
（2）セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

3 90 93 (93) ─

3,524,662 1,638,612 5,163,274 (93) 5,163,180

 営業費用 3,400,567 1,988,770 5,389,337 329,807 5,719,145
 営業利益又は営業損失（△） 124,094 △350,158 △226,063 (329,901) △555,964

(6) 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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前四半期に係る財務諸表等 

「参考」

（１）(要約)四半期連結損益計算書

前年同四半期

科 目 （平成20年11月期第1四半期）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 7,356,525 

Ⅱ 売上原価 5,284,760 

  売上総利益 2,071,764 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,746,322 

  営業利益 325,441 

Ⅳ 営業外収益 74,349 

 1. 受取利息及び配当金 18,494 

 2. その他 55,855 

Ⅴ 営業外費用 125,446 

 1. 支払利息 50,033 

 2. その他 75,412 

  経常利益 274,344 

Ⅵ 特別利益 80,612 

  保険解約返戻金 80,612 

Ⅶ 特別損失 3,947 

  固定資産除却損 3,947 

 税金等調整前四半期純利益 351,009 

 税金費用 42,700 

 少数株主利益 2,164 

 四半期純利益 306,144 
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（２）(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期

（平成20年11月期第1四半期）

区 分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前四半期（当期）純利益 351,009

   減価償却費 393,974

   のれん償却費 5,623

   退職給付引当金の増減（△）額 20,100

   役員退職慰労引当金の増減（△）額 22,787

   貸倒引当金の増減（△）額 △ 1,935

   受取利息及び受取配当金 △ 18,494

   支払利息 50,033

   持分法による投資利益 △ 32,945

   保険解約返戻金 △ 80,612

   売掛債権の増（△）減額 190,843

   棚卸資産の増（△）減額 175,166

   前払年金費用の増（△）減額 △ 5,127

   仕入債務の増減（△）額 125,473

   未払消費税等の増減（△）額 1,887

   その他 161,028

       小計 1,358,813

   利息及び配当金の受取額 18,640

   利息の支払額 △ 36,137

   法人税等の支払額 △ 465,497

  営業活動によるキャッシュ・フロー 875,818

Ⅱ 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 △ 1,340,547

   定期預金の払戻による収入 12,324

   有形固定資産の取得による支出 △ 752,838

   有形固定資産の売却による収入 2,079

   保険積立金の解約による収入 169,450

   預り敷金保証金の減少額 △ 40,206

   その他 75,624

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,874,113

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の純増減（△）額 390,000

   長期借入れによる収入 1,400,000

   長期借入金の返済による支出 △ 341,191

   配当金の支払額 △ 132,805

   自己株式取得による支出 △ 13

  財務活動によるキャッシュ・フロー 1,315,990

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 7,431

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額又は減少（△）額 310,264

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,099,696

Ⅶ 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 150,261

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,560,221
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事業の種類別セグメント情報 

 
（注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。  

 ２ 各区分の主な製品  

  （1）織網・関連機器…紙・パルプ抄造用網、各種工業用特殊網および水処理装置等  

  （2）ミクロ製品等…エッチング、フォトマスク等ミクロ製品、他  

           不動産賃貸 

   ３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、総務部門等管理部門に係る

費用であります。 

（３）セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年12月１日  至 平成20年２月29日）   (単位:千円)

織網・関連機器 ミクロ製品等 計 消去又は全社 連結

売上高及び営業損益

売上高

（１）外部顧客に対する売上高 4,904,834 2,451,690 7,356,525 ─ 7,356,525
（２）セグメント間の内部売上高 
    又は振替高

10 30 40 (40) ─

計 4,904,845 2,451,720 7,356,565 (40) 7,356,525

 営業費用 4,361,352 2,362,673 6,724,026 307,057 7,031,083
 営業利益 543,492 89,046 632,539 (307,098) 325,441
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