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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 3,016 ― △1,728 ― △1,753 ― △1,694 ―
20年11月期第1四半期 11,448 △3.5 761 50.4 774 51.2 714 46.4

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1四半期 △26.50 ―
20年11月期第1四半期 11.17 ―

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 38,187 23,365 57.9 345.68
20年11月期 41,617 25,453 57.9 376.80

（参考） 自己資本   21年11月期第1四半期  22,102百万円 20年11月期  24,093百万円

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 ― 0.00 ― 1.50 1.50
21年11月期 ―
21年11月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

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

5,400 ― △3,750 ― △3,850 ― △3,700 ― △57.87

通期 15,900 △54.1 △5,550 ― △5,650 ― △5,600 ― △87.58
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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.本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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 68,075,552株 20年11月期  68,075,552株
② 期末自己株式数 21年11月期第1四半期  4,134,943株 20年11月期  4,133,030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 63,941,137株 20年11月期第1四半期 63,955,530株
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当第１四半期におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響が一層深刻化し、輸出産業をはじめあらゆる産業で

景気後退が顕著になってまいりました。  

 こうした中、当企業グループにおきましては、市場の情報収集に努め、受注確保に注力してまいりました。しかし

ながら、状況は厳しく１月から生産調整を余儀なくされております。  

 繊維機械事業では、中心市場であります中国市場の動向に注目してまいりました。期間中には中国政府の大規模な

景気浮揚政策が打ち出され、一段の金融緩和や輸出振興税制などの経済政策が実行されております。このため、１月

には一部の顧客に設備投資の再開に向けた準備を進める動きも見られましたが、春節休暇をはさんだことや全国人民

代表大会（全人代）の政策決定を見守る傾向が強く、商談の具体化には繋がっておりません。また、中国製品の重要

な輸出先である日本や欧米各国の景気後退から、積極的な設備投資を進め難い状況となっております。 この結果、受

注高は1,248百万円（前年同期比85.4％減少）、売上高は1,349百万円（同比84.9％減少）と大幅な落ち込みとなりま

した。損益面では生産・売上の低迷に伴い営業損失1,319百万円（前年同期営業利益517百万円）の損失計上を余儀な

くされました。  

 工作用機器事業におきましては、自動車産業の設備投資の停滞に加え、工作機械需要を牽引してまいりました重厚

長大産業も一部にかげりが見られるようになり、工作機械業界の受注は内需・外需ともに急速に悪化いたしました。

この結果、当社工作用機器事業につきましては、受注高622百万円（前年同期比71.1％減少）、売上高1,435百万円

（同比34.4％減少）と大幅な減少となり、損益面でも生産・売上水準の低下により営業損失203百万円（前年同期営業

利益244百万円）の損失計上を余儀なくされております。その他の事業につきましては、売上高232百万円（前年同期

比22.8％減少）、営業損失206百万円（前年同期営業損失0百万円）となっております。  

 この結果、全体では売上高は3,016百万円（前年同期比73.7％減少）となり、損益面では生産調整の実施、総経費の

圧縮を図ったものの、売上の大幅な落ち込みにより、営業損失は1,728百万円（前年同期営業利益761百万円）、経常

損失1,753百万円（同経常利益774百万円）、四半期純損失1,694百万円（同四半期純利益714百万円）の大幅な損失計

上を余儀なくされました。  

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ3,429百万円減少し38,187百万円となりました。

主な増減は、売上高の減少に伴う売上債権の減少であります。負債は、前連結会計年度末に比べ1,341百万円減少し

14,822百万円となりました。短期借入金の借入があったものの、生産の減少による仕入債務の減少によるものであり

ます。純資産は、四半期純損失1,694百万円を計上したこと等から、前連結会計年度末に比べ2,087百万円減少し

23,365百万円となり、自己資本比率は57.9％となりました。 

  

(キャッシュ・フローの状況)  
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権が減少したものの、税金等調整前四半期純損失1,782百万円の計上

や仕入債務の減少等により、マイナス1,589百万円となりました。  

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産取得による支出等により、マイナス783百万円となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入の返済による支出及び配当金の支払等があったものの、短期借入

による収入により、1,844百万円となりました。  

 これらの結果、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ、528

百万円減少し15,540百万円となりました。  

  

当第１四半期の業績につきましては、繊維機械事業、工作用機器事業ともに当初の予想を下回る状況で推移いたし

ました。こうした中ではありますが、製造業の基本であります技術開発と生産工程の効率化を進めながら、市場の動

向の調査や情報収集に注力し、受注機会を逃さずに受注確保に努力してまいります。特に繊維機械事業に関しまして

は、引き続き中心市場であります中国市場の動向を注視してまいります。工作用機器事業につきましては、各業界の

在庫調整の状況に合わせてタイムリーな製品供給ができるよう、製品開発と短納期化の準備を進めてまいります。ま

た、新型航空機関連の需要や、インフラ関連の大型機械の需要動向に注目してまいります。しかしながら、世界的な

景気の底打ちの時期が極めて不透明であることから、第２四半期以降の業績に関しましては、現段階におきましては

引き続き厳しい状況を予想せざるを得ません。  

 ついては、本日開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」にも記載しておりますが、第２四半期連結

累計期間につきましては、売上高5,400百万円、営業損失3,750百万円、経常損失3,850百万円、四半期純損失3,700百

万円に、通期につきましては、売上高15,900百万円、営業損失5,550百万円、経常損失5,650百万円、当期純損失5,600

百万円に下方修正しております。  

  

（注）前年同四半期増減率（前年同四半期の金額）は参考値です。  

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。 

  

① 棚卸資産の評価方法 

 当第１四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、前連結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出しております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法  

 定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分し

て算定する方法によっております。 

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 棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として個別法または移動平均法による原価法によ

っておりましたが、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」(企業会計基準第９号

平成18年７月５日)が適用されたことに伴い、主として個別法または移動平均法による原価法(貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。  

 この基準の適用により営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ724百万円増加しており

ます。   

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。  

③ 広告宣伝用資産の計上区分の変更 

 「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)を適用するに際し、広告宣

伝用資産に関する当社の計上区分の見直しを行なった結果、当第１四半期連結会計期間より、一部の広告宣伝

用資産について棚卸資産から固定資産へ計上区分を変更しております。  

 これにより、当第１四半期連結会計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ12

百万円増加しております。また、四半期連結貸借対照表におきましては、棚卸資産が98百万円減少し、有形固

定資産の機械及び装置が同額増加しております。  

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。  

  

  

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

(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：百万円)

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 16,088 16,611

受取手形及び売掛金 4,477 6,523

有価証券 232 287

製品 1,020 848

半製品 728 818

原材料 419 542

仕掛品 1,238 1,713

その他 504 482

貸倒引当金 △24 △26

流動資産合計 24,685 27,803

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,950 4,010

機械装置及び運搬具（純額） 3,091 3,075

土地 3,891 3,891

建設仮勘定 602 597

その他（純額） 515 532

有形固定資産合計 12,051 12,106

無形固定資産 58 62

投資その他の資産   

投資有価証券 1,316 1,567

その他 489 523

貸倒引当金 △413 △446

投資その他の資産合計 1,392 1,644

固定資産合計 13,502 13,813

資産合計 38,187 41,617
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(単位：百万円)

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 997 1,769

短期借入金 5,540 3,540

未払法人税等 14 28

賞与引当金 356  

未払金 2,271 4,136

その他 528 1,414

流動負債合計 9,707 10,889

固定負債   

長期借入金 865 950

退職給付引当金 4,218 4,291

役員退職慰労引当金 31 32

その他  1

固定負債合計 5,114 5,274

負債合計 14,822 16,164

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,316 12,316

資本剰余金 10,354 10,354

利益剰余金 962 2,753

自己株式 △1,234 △1,234

株主資本合計 22,399 24,190

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △286 △67

繰延ヘッジ損益 △10 △29

評価・換算差額等合計 △296 △96

少数株主持分 1,262 1,359

純資産合計 23,365 25,453

負債純資産合計 38,187 41,617
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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：百万円)

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 3,016

売上原価 3,944

売上総損失（△） △928

販売費及び一般管理費 800

営業損失（△） △1,728

営業外収益  

受取利息 6

受取配当金 10

その他 6

営業外収益合計 23

営業外費用  

支払利息 26

為替差損 10

その他 12

営業外費用合計 48

経常損失（△） △1,753

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1

特別利益合計 1

特別損失  

固定資産処分損 1

投資有価証券評価損 27

貸倒引当金繰入額 1

特別損失合計 30

税金等調整前四半期純損失（△） △1,782

法人税、住民税及び事業税 3

法人税等調整額 0

法人税等合計 4

少数株主損失（△） △92

四半期純損失（△） △1,694
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
(単位：百万円)

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（△） △1,782

減価償却費 322

受取利息及び受取配当金 △17

支払利息 26

売上債権の増減額（△は増加） 1,952

たな卸資産の増減額（△は増加） 521

仕入債務の増減額（△は減少） △1,989

退職給付引当金の増減額（△は減少） △72

その他 △532

小計 △1,571

利息及び配当金の受取額 16

利息の支払額 △28

法人税等の支払額 △6

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,589

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） 50

有形固定資産の取得による支出 △830

投資有価証券の取得による支出 △0

その他 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △783

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 2,000

長期借入金の返済による支出 △85

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △67

少数株主への配当金の支払額 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,844

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △528

現金及び現金同等物の期首残高 16,069

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,540
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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。 

  

[事業の種類別セグメント情報] 

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） 

 
(注) １ 事業区分は内部管理上採用している区分によっている。 

２ 各事業の主な製品 

 （１）繊維機械事業………織機、準備機、繊維機械部品装置 

 （２）工作用機器事業……工作機械アタッチメント、その他の機器 

 （３）その他の事業………電装機器、鋳造品等 

３ 当第１四半期連結会計期間より、当社の営業費用の一部について、従来各セグメントの規模に応じて配分す

るために売上高比で配賦していたが、売上高の大幅な変動により、従来の配賦方法では各セグメントの規模

と乖離したものとなってきたため、内部管理上の配賦方法に準じた方法で各セグメントに配賦することに変

更している。 

  これにより、従来の方法によった場合に比べて、「繊維機械事業」で営業費用及び営業損失が57百万円増加

し、「工作用機器事業」で営業費用及び営業損失が65百万円減少し、「その他の事業」で営業費用及び営業

損失が７百万円増加している。 

４ 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」(企業会計基準第９号 平成18年７

月５日)が適用されたことに伴い、通常の販売目的で保有する棚卸資産については、主として個別法または

移動平均法による原価法から、主として個別法または移動平均法による原価法(貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)に変更している。  

  これにより、従来の方法によった場合に比べて、「繊維機械事業」で614百万円、「工作用機器事業」で95

百万円、「その他の事業」で14百万円それぞれ営業費用及び営業損失が増加している。 

５ 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」(企業会計基準第９号 平成18年７

月５日)を適用するに際し、広告宣伝用資産に関する当社の計上区分の見直しを行なった結果、一部の広告

宣伝用資産について棚卸資産から固定資産へ計上区分を変更している。 

  これにより、従来の方法によった場合に比べて、「繊維機械事業」で６百万円、「工作用機器事業」で５百

万円それぞれ営業費用及び営業損失が増加している。 

  

[所在地別セグメント情報] 

当第１四半期連結会計期間においては、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な支店
がないため、その記載を省略している。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

繊維機械事業 
(百万円)

工作用機器
事業 

(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,349 1,435 232 3,016 ―   3,016

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― （―） ―

計 1,349 1,435 232 3,016 （―） 3,016

営業損失（△） △1,319 △203 △206 △1,728 （―） △1,728
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[海外売上高] 

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） 

 
(注) １ 国又は地域区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

 （１）アジア…………中国、インドネシア他 

 （２）アメリカ………米国他 

 （３）ヨーロッパ……チェコ他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  

該当事項はありません。 

  

アジア アメリカ ヨーロッパ その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 880 210 68 99 1,259

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 3,016

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

29.2 7.0 2.3 3.2 41.7

(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） 

 

  

  

「参考」

前年同四半期に係る財務諸表等

(1)（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
(平成20年11月期

第１四半期)

金額(百万円)

Ⅰ 売上高 11,448

Ⅱ 売上原価 9,653

  売上総利益 1,794

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,033

   営業利益 761

Ⅳ 営業外収益 24

 １ 受取利息及び配当金 17

 ２ その他 7

Ⅴ 営業外費用 10

 １ 支払利息 8

 ２ その他 2

   経常利益 774

Ⅵ 特別利益 0

Ⅶ 特別損失 12

  税金等調整前四半期純利益 762

   法人税等 40

   少数株主利益 7

   四半期純利益 714
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[事業の種類別セグメント情報] 

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） 

 
(注) １ 事業区分は内部管理上採用している区分によっている。 

２ 各事業の主な製品 

 （１）繊維機械事業………織機、準備機、繊維機械部品装置 

 （２）工作用機器事業……工作機械アタッチメント、その他の機器 

 （３）その他の事業………電装機器、鋳造品等 

  

[所在地別セグメント情報] 

前第１四半期連結会計期間においては、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な支店
がないため、その記載を省略している。 

  

[海外売上高] 

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） 

 
(注) １ 国又は地域区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

 （１）アジア…………中国、台湾、パキスタン他 

 （２）アメリカ………ブラジル、米国他 

 （３）ヨーロッパ……トルコ、イタリア他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  

(2) セグメント情報

繊維機械事業 
(百万円)

工作用機器
事業 

(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

8,958 2,189 300 11,448 ―   11,448

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― （―） ―

計 8,958 2,189 300 11,448 （―） 11,448

営業利益又は 
営業損失（△）

517 244 △0 761 （―） 761

アジア アメリカ ヨーロッパ その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 8,055 296 496 8 8,856

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 11,448

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

70.4 2.5 4.3 0.2 77.4
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