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1.  平成21年11月期第1四半期の業績（平成20年12月1日～平成21年2月28日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 556 ― 29 ― 36 ― 6 ―

20年11月期第1四半期 123 △84.6 △20 ― △13 ― △14 ―

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 0.65 ―

20年11月期第1四半期 △1.43 ―

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 3,671 1,023 27.9 102.16
20年11月期 3,949 1,067 27.0 106.60

（参考） 自己資本   21年11月期第1四半期  1,023百万円 20年11月期  1,067百万円

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

（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 ― ― ― 5.00 5.00

21年11月期 ―

21年11月期 
（予想）

― ― 5.00 5.00

3.  平成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）

（注）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

第2四半期 
累計期間

2,300 ― 320 ― 330 ― 180 ― 17.94

通期 4,100 1.1 550 0.7 580 1.6 320 2.9 31.89
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
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。 

(2) 四半期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） 

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) 発行済株式数（普通株式） 

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1四半期 10,035,647株 20年11月期  10,035,647株

② 期末自己株式数 21年11月期第1四半期  20,577株 20年11月期  20,577株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年11月期第1四半期 10,015,066株 20年11月期第1四半期 10,019,991株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．業績予想につきましては、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。 
  尚、現時点において平成21年１月23日発表の業績予想に変更はありません。 
２．当事業年度より「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。又、「四半期財務諸表等規則」に従い、四半期財務諸表を作成しております。 
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定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

当社売上高に関しては、当社の主製品である油圧プレスが、形状、能力、機能のほか、納期、一台当たり金額

もそれぞれ異なる個別受注生産であり、月単位での売上は一定しておりません。

当第１四半期の売上は、前年同期に比べ大幅に増えておりますが、季節的変動によるものではなく、当期通期

予想のうち、当第１四半期に納期の到来した大型プレス機の売上が計上できたことによります。　

当第１四半期会計期間の業績は、売上高については５億56百万円を達成することができ、更には売上原価や販

売費及び一般管理費の増加を吸収し、前同四半期の純損失14百万円から税引前四半期純利益36百万円、四半期純

利益６百万円となりました。　

２．財政状態に関する定性的情報

当第１四半期の財政状態については、前事業年度に比べ資産合計は、受取手形及び売掛金は１億64百万円増加

したものの、現金及び預金が４億55百万円減少したため総体的には２億78百万円減少し、36億71百万円となりま

した。

負債合計は、２億34百万円減少し、26億47百万円となりました。これは主として、未払法人税等の減少２億１

百万円によるものであります。

純資産は、利益剰余金が43百万円減少し、10億23百万円となりましたが、自己資本比率は前事業年度と同水準

を維持できました。

３．業績予想に関する定性的情報

現時点での業績予想につきましては、平成21年１月23日に発表した内容に変更はありません。　

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　①棚卸資産の評価方法

　当第１四半期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、前会計年度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の算定方法

　定率法を採用している資産については、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によっ

ております。

　③税金費用の計算

　税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引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、税引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。

（２）四半期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当事業年度より「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、「四半期財務諸表等

規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,227,270 1,682,621

受取手形及び売掛金 736,872 572,528

原材料 50,635 44,613

仕掛品 737,050 713,735

その他 43,373 44,996

貸倒引当金 △870 △870

流動資産合計 2,794,330 3,057,623

固定資産   

有形固定資産 849,533 863,225

無形固定資産 1,200 1,200

投資その他の資産 25,970 27,474

固定資産合計 876,703 891,899

資産合計 3,671,033 3,949,522

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 773,796 743,009

短期借入金 243,433 251,684

未払法人税等 16,400 217,500

前受金 1,324,464 1,339,524

賞与引当金 38,300 －

その他 79,074 157,208

流動負債合計 2,475,467 2,708,925

固定負債   

退職給付引当金 71,321 71,321

その他 101,064 101,672

固定負債合計 172,385 172,993

負債合計 2,647,852 2,881,918

純資産の部   

株主資本   

資本金 501,782 501,782

資本剰余金 5,374 5,374

利益剰余金 517,823 561,350

自己株式 △3,368 △3,368

株主資本合計 1,021,611 1,065,138

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,570 2,466

評価・換算差額等合計 1,570 2,466

純資産合計 1,023,181 1,067,604

負債純資産合計 3,671,033 3,949,522
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 556,735

売上原価 455,948

売上総利益 100,787

販売費及び一般管理費 71,589

営業利益 29,198

営業外収益  

受取利息 3

受取賃貸料 15,588

その他 154

営業外収益合計 15,745

営業外費用  

支払利息 749

不動産賃貸費用 7,692

その他 32

営業外費用合計 8,473

経常利益 36,470

税引前四半期純利益 36,470

法人税等 16,400

過年度法人税等 13,521

法人税等合計 29,921

四半期純利益 6,549
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　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。

（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）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。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

前第１四半期累計期間（平成19年12月１日～平成20年２月29日）

科目

前年同四半期
（平成20年11月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 123,682

Ⅱ　売上原価 84,066

売上総利益 39,616

Ⅲ　販売費及び一般管理費 60,136

営業利益 △20,520

Ⅳ　営業外収益 15,957

Ⅴ　営業外費用 9,320

経常利益 △13,883

税金等調整前四半期純利益
　

△13,883

法人税、住民税及び事業税
　

450

四半期純利益　 △14,333
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６．その他の情報

　該当事項はありません。
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