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1.  平成21年11月期第2四半期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年5月31日） 

(注)１．当社は平成21年11月期第２四半期に子会社を取得したため、平成21年11月期第２四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しておりま 
     す。なお、当第２四半期連結会計期間の末日をみなし取得日としているため、四半期連結損益計算書については当社個別の数値となってお 
     ります。 
   ２．当第２四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成20年11月期第２四半期について記載しておりません。 
   ３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」等に基づき、連結財務諸表を作成しているため、当四半期の対前年同四半期増 
     減率は記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

(注)１．当社は、平成21年11月期第２四半期連結会計期間に子会社を取得したため、平成21年11月期第２四半期連結会計期間より連結財務諸表を作 
     成しております。なお、当第２四半期連結会計期間の末日をみなし取得日としております。 
   ２．当第２四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成20年11月期については記載しておりません。  

(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2四半期 565 ― △82 ― △25 ― △29 ―
20年11月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2四半期 △2,560.13 ―
20年11月期第2四半期 ― ―

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2四半期 1,957 1,355 69.2 119,078.59
20年11月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   21年11月期第2四半期  1,355百万円 20年11月期  ―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 ― ― ― 4,000.00 4,000.00
21年11月期 ― ―
21年11月期 

（予想）
― 4,000.00 4,000.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

通期 1,910 ― 18 ― 85 ― 48 ― 4,262.77
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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、５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、５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 
 本四半期決算短信に記載の連結業績予想は、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた予想であり、リスクや不確実性を含んでおります。
実際の連結業績は、今後様々な要因により、本連結業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があります。 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準審議会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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。 
 当社は、平成21年11月期第２四半期連結会計期間に子会社を取得したため、当第２四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しております。なお、
当第２四半期連結会計期間の末日をみなし取得日としているため、四半期連結損益計算書については、当社個別の数値となっております。 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年11月期第2四半期 11,580株 20年11月期  ―株
② 期末自己株式数 21年11月期第2四半期  200株 20年11月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年11月期第2四半期 11,487株 20年11月期第2四半期 ―株
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【定性的情報・財務諸表等】 

当社は、平成21年５月26日付で株式会社コムテックの全株式を取得することにより、同社を子会社化

いたしました。その主な目的は、当社の電子材料・機器事業を強化し、また、輸出という新しい分野を

当社グループに取り込み、さらに、同社の持つ顧客とのネットワークを活かし、当社の取扱商品を多様

化させることにあります。 

これに伴い、当社は当第２四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しております。 

なお、当該子会社のみなし取得日を当第２四半期連結会計期間の末日としているため、当第２四半期

連結会計期間においては、当該子会社の四半期貸借対照表のみを連結し、四半期損益計算書は連結して

おりません。 

 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間における世界経済は、昨年のサブプライムローン問題に端を発したアメ

リカ経済の減速の影響が、日本やヨーロッパの経済、さらにはアジア経済にも波及し、さらに昨年９

月の米国における金融危機が世界的規模で実体経済にも大きな影響を及ぼし、急速に冷え込みました。

それに伴い、わが国経済も、海外景気減速の影響に円高も加わり、輸出の急減が内需に波及し、当第

２四半期連結会計期間においても、第１四半期連結会計期間に引き続き、生産調整、設備投資の減退、

これに伴う雇用環境の悪化により、景気は停滞いたしました。 

このような状況において、当社においても、かかる景気減速によるメーカーの生産調整、設備投資

の減退の影響を大きく受けました。そのため、取扱商品の多くにわたって、顧客からの受注が減少し、

販売が停滞いたしました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は565,761千円、営業損失は82,282千円、経常

損失は25,256千円、四半期純損失は29,409千円となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①半導体装置事業 

当事業においては、当社の主力商品であるワイヤボンダーを米国より仕入れ、国内の顧客に販売し

ております。販売面では、主力顧客である自動車メーカーならびに自動車部品メーカーにおいて、景

気の急速な後退による自動車の生産の大幅な減少により、受注が減少し、また、すでに稼働中の設備

に用いられる消耗品の売上が低調に推移いたしました。この結果、売上高は245,198千円となりました。 

②電子材料・機器事業 

当事業においては、エレクトロニクスメーカー向けの材料、大学・研究所等向けの研究開発用の小

型の機器等を国内外から仕入れ、販売しております。販売面では、大学・研究所向け機器の販売は進

捗したものの、景気の急速な後退による顧客における製品の生産の減少により、受注が減少いたしま

した。この結果、売上高は87,950千円となりました。 

③マリン・環境機器事業 

当事業においては、マリン事業において、大型船舶向けの救命艇を国内メーカーより仕入れ、造船

所に販売、ならびに環境機器事業においては、液体の濃縮・分離を行うためのフィルター等を海外か

ら仕入れ、食品メーカー・化学メーカー等、国内の顧客に販売しております。マリン事業においては、
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造船所の建造計画にあわせ、前年度以前に受注しており、販売面では、概ね計画通りに進捗いたしま

したが、環境事業においては、大半が新規の受注案件を扱っているため、受注が少ない状況でありま

した。この結果、売上高は216,966千円となりました。 

④その他事業 

取扱い商品は、半導体基板等の洗浄に用いる液体等でありますが、景気の後退に伴い、受注が少な

い状況でありました。この結果、売上高は15,645千円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は1,957,520千円となりました。 

 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は1,355,114千円となりました。 

 

（自己資本比率） 

当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は69.2％となりました。 

 

（１株当たり純資産額） 

当第２四半期連結会計期間末における１株当たり純資産額は119,078円59銭となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、968,480千円となりました。 

 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、270,582千円の収入となりました。これは主に、売上債権の

減少784,202千円、仕入債務の減少341,685千円及び法人税等の支払111,599千円によるものであります。 

②投資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・フローは、107,502千円の収入となりました。これは主に、子会社株式

の取得による収入131,612千円及び保険積立金の解約による収入84,782千円によるものであります。 

③財務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・フローは、69,710千円の支出となりました。これは、自己株式の取得

による支出23,848千円及び配当金の支払45,861千円によるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

(1)連結業績予想 

 平成21年６月15日付「平成21年11月期 業績予想の修正等に関するお知らせ並びに役員報酬減額に

関するお知らせ」に記載のとおり、当社は、平成21年11月期第２四半期連結会計期間に株式会社コム

テックを子会社化したため、連結業績予想を前述のとおりといたしました。なお、当該連結業績予想
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は、以下の個別業績予想の修正をふまえたものであります。 

(2)個別業績予想 

平成21年６月15日付「平成21年11月期 業績予想の修正等に関するお知らせ並びに役員報酬減額に

関するお知らせ」に記載のとおりであります。 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

(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 

棚卸資産の評価方法 

当第２四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、前事業年度末の実

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。 

 

(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」（企業会計基準委員会 平成19年３月

14日 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」（企業会計基準委

員会 平成19年３月14日 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第１四半期会計期間より「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。 

なお、これによる損益へ与える影響はありません。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年５月31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 568,824 －

受取手形 124,520 －

売掛金 290,062 －

有価証券 499,656 －

商品 215,932 －

その他 40,806 －

貸倒引当金 △109 －

流動資産合計 1,739,692 －

固定資産   

有形固定資産 19,055 －

無形固定資産   

のれん 8,616 －

その他 17,585 －

無形固定資産合計 26,202 －

投資その他の資産   

その他 173,262 －

貸倒引当金 △693 －

投資その他の資産合計 172,569 －

固定資産合計 217,827 －

資産合計 1,957,520 －

負債の部   

流動負債   

買掛金 216,861 －

1年内返済予定の長期借入金 62,182 －

未払法人税等 875 －

その他 108,112 －

流動負債合計 388,031 －

固定負債   

長期借入金 68,678 －

退職給付引当金 1,856 －

役員退職慰労引当金 143,839 －

固定負債合計 214,374 －

負債合計 602,405 －
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年５月31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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 100,210 －

資本剰余金 119,606 －

利益剰余金 1,172,335 －

自己株式 △23,848 －

株主資本合計 1,368,302 －

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 155 －

繰延ヘッジ損益 △13,343 －

評価・換算差額等合計 △13,188 －

純資産合計 1,355,114 －

負債純資産合計 1,957,520 －
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(2) 四半期連結損益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 565,761

売上原価 398,717

売上総利益 167,044

販売費及び一般管理費 249,326

営業損失（△） △82,282

営業外収益  

受取利息 2,626

受取配当金 27

保険返戻金 49,204

為替差益 5,443

その他 0

営業外収益合計 57,301

営業外費用  

支払利息 44

支払手数料 231

営業外費用合計 275

経常損失（△） △25,256

税金等調整前四半期純損失（△） △25,256

法人税、住民税及び事業税 471

法人税等調整額 3,682

法人税等合計 4,153

四半期純損失（△） △29,409
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 第２四半期連結会計期間 

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 339,036

売上原価 247,426

売上総利益 91,609

販売費及び一般管理費 112,519

営業損失（△） △20,909

営業外収益  

受取利息 2,113

受取配当金 1

保険返戻金 3,200

為替差益 5,092

その他 0

営業外収益合計 10,408

営業外費用  

支払利息 30

支払手数料 231

営業外費用合計 261

経常損失（△） △10,762

税金等調整前四半期純損失（△） △10,762

法人税、住民税及び事業税 236

法人税等調整額 △200

法人税等合計 35

四半期純損失（△） △10,797
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年５月31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（△） △25,256

減価償却費 6,034

貸倒引当金の増減額（△は減少） 684

受取利息及び受取配当金 △2,653

支払利息 44

保険返戻金 △49,204

為替差損益（△は益） △3,656

売上債権の増減額（△は増加） 784,202

たな卸資産の増減額（△は増加） 27,681

仕入債務の増減額（△は減少） △341,685

未払金の増減額（△は減少） △48,262

未払消費税等の増減額（△は減少） △8,033

退職給付引当金の増減額（△は減少） △138

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,037

その他の資産の増減額（△は増加） 32,260

その他の負債の増減額（△は減少） 1,595

小計 380,651

利息及び配当金の受取額 1,574

利息の支払額 △44

法人税等の支払額 △111,599

営業活動によるキャッシュ・フロー 270,582

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △100,000

無形固定資産の取得による支出 △5,910

投資有価証券の取得による支出 △23,674

投資有価証券の売却による収入 19,566

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

131,612

貸付金の回収による収入 596

敷金の差入による支出 △440

敷金の回収による収入 970

保険積立金の解約による収入 84,782

投資活動によるキャッシュ・フロー 107,502

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △23,848

配当金の支払額 △45,861

財務活動によるキャッシュ・フロー △69,710

現金及び現金同等物に係る換算差額 744

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 309,120

現金及び現金同等物の期首残高 659,360

現金及び現金同等物の四半期末残高 968,480
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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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日

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」（企業会計基準委員会 平

成19年３月14日 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。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日） 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

当社は、当第２四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しておりますが、子会社のみなし取

得日を当第２四半期連結会計期間の末日とし、当第２四半期連結会計期間においては、子会社の四

半期貸借対照表のみを連結し、四半期損益計算書は連結していないため、記載を省略しております。 
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(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日） 

当社は、取締役会の決議に基づく自己株式の取得を行っております。この結果、当第２四半期

連結会計期間末において、自己株式が23,848千円増加し、当第２四半期連結会計期間末における

自己株式の残高は23,848千円となっております。 
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【参考】 

前中間損益計算書 

  

前中間会計期間 

(自 平成19年12月１日 

  至 平成20年５月31日) 

区分 金額(千円) 
百分比

(％) 

Ⅰ 売上高 1,594,090 100.0

Ⅱ 売上原価 1,133,191 71.1

 売上総利益 460,899 28.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 289,598 18.2

 営業利益 171,300 10.7

Ⅳ 営業外収益 15,656 1.0

Ⅴ 営業外費用 445 0.0

 経常利益 186,511 11.7

Ⅵ 特別利益 23 0.0

 税引前中間純利益 186,534 11.7

 法人税、住民税及び事業税 80,359

 法人税等調整額 △2,610 77,748 4.9

 中間純利益 108,785 6.8
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前中間キャッシュ・フロー計算書 

  

前中間会計期間 

(自 平成19年12月１日 

  至 平成20年５月31日) 

区分 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

   税引前中間純利益 186,534 

   減価償却費 5,312 

   役員退職慰労引当金の増加額 4,987 

   貸倒引当金の増減額（減少：△） △ 23 

   受取利息及び受取配当金 △ 4,025 

   支払利息 185 

   為替差損益（為替差益：△） △ 1,099 

   保険解約返戻金 △ 8,707 

   売上債権の増減額（増加：△） 221,904 

   たな卸資産の増減額（増加：△） △ 86,405 

   その他流動・固定資産の増減額（増加：△） 23,129 

   仕入債務の増減額（減少：△） △ 237,978 

   未払金の増減額（減少：△） △ 26,854 

   未払消費税等の増減額（減少：△） △ 2,158 

   その他流動・固定負債の増減額（減少：△） 5,037 

    小計 79,837 

   利息及び配当金の受取額 4,025 

   利息の支払額 △ 185 

   法人税等の支払額 △ 79,551 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 4,126 
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前中間会計期間 

(自 平成19年12月１日 

  至 平成20年５月31日) 

区分 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 △ 4,007 

   無形固定資産の取得による支出 △ 6,525 

   投資有価証券の取得による支出 △ 10,223 

   貸付金の回収による収入 762 

   差入保証金の差入による支出 △ 970 

   保険積立金の積立による支出 △ 37 

   保険積立金の解約による収入 14,574 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 6,427 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

   配当金の支払による支出 △ 34,740 

    財務活動によるキャッシュ・フロー △ 34,740 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,966 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △ 35,075 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 757,229 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 722,154 
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