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1.  平成21年11月期第2四半期の業績（平成20年12月1日～平成21年5月31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2四半期 1,456 ― 120 ― 133 ― 59 ―

20年11月期第2四半期 1,415 5.0 202 417.9 217 301.9 109 105.7

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 5.92 ―

20年11月期第2四半期 10.92 ―

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 3,763 1,076 28.6 107.49
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2四半期  1,076百万円 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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  

(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） 

(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2四半期 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2四半期  20,913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2四半期 10,014,959株 20年11月期第2四半期 10,019,087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。 
  現時点において平成21年１月23日、平成21年４月７日発表の通期業績予想に変更はありません。 
  尚、平成21年１月23日、平成21年４月７日に公表した第２四半期累計期間の業績予想については、平成21年５月29日に「業績予想の修正に関す 
  るお知らせ」を公表し、更に平成21年６月30日に同お知らせの修正を公表しております。 
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。 

2



定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

当第２四半期累計期間の業績は、売上高につきましては、海外向け大型プレス機の納期が客先の工場建設計画見直

しに伴う受入体制の遅れから納入時期が当第２四半期の５月末から当第３四半期以降へと延期となったことで、当初

目標額をかなり下回ることになりましたが、国内向け大型プレスの納入などにより前年同期を若干上回る14億56百万

円を達成でき、利益面におきましても前年同期の水準には達しませんでしたが、当初予想を上回る原価低減の成果も

あって、経常利益１億33百万円、四半期純利益59百万円を計上することができました。

２．財政状態に関する定性的情報

当第２四半期の財政状態については、前事業年度末に比べ、資産合計は、棚卸資産については52百万円増加したも

のの、現金及び預金が１億３千万円、受取手形及び売掛金が１億18百万円それぞれ減少したため、総体的には１億86

百万円減少し37億63百万円となりました。

負債合計は、１億95百万円減少し26億86百万円となりました。これは主として、未払法人税等の減少１億54百万円

によるものであります。　

純資産合計は、利益剰余金が９百万円増加し、10億76百万円となりました。　

３．業績予想に関する定性的情報

現時点での通期における業績予想につきましては、平成21年１月23日、平成21年４月７日に公表した内容に変更は

ありません。

平成21年１月23日、平成21年４月７日に公表した当第２四半期累計期間の業績予想については、平成21年５月29日

に「業績予想の修正に関するお知らせ」を公表し、更に平成21年６月30日に同お知らせの修正を公表しております。

　

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２四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出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２四半期会計期間を含む事業年度の税引前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２四半期会計期間末 
(平成21年５月31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 1,552,399 1,682,621 

受取手形及び売掛金 453,586 572,528 

原材料 32,348 44,613 

仕掛品 778,021 713,735 

その他 18,820 44,996 

貸倒引当金 △870 △870 

流動資産合計 2,834,304 3,057,623 

固定資産   

有形固定資産   

賃貸不動産（純額） 368,738 380,606 

その他（純額） 532,074 482,619 

有形固定資産合計 900,812 863,225 

無形固定資産 1,200 1,200 

投資その他の資産 27,096 27,474 

固定資産合計 929,108 891,899 

資産合計 3,763,412 3,949,522 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 764,508 743,009 

短期借入金 230,702 251,684 

未払法人税等 63,000 217,500 

前受金 1,240,029 1,339,524 

賞与引当金 95,000 － 

その他 120,827 157,208 

流動負債合計 2,514,066 2,708,925 

固定負債   

退職給付引当金 71,321 71,321 

その他 101,519 101,672 

固定負債合計 172,840 172,993 

負債合計 2,686,906 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 570,524 561,350 

自己株式 △3,414 △3,368 

株主資本合計 1,074,266 1,065,138 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,240 2,466 

評価・換算差額等合計 2,240 2,466 

純資産合計 1,076,506 1,067,604 

負債純資産合計 3,763,412 3,949,522 
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 1,456,750

売上原価 1,179,865

売上総利益 276,885

販売費及び一般管理費 156,605

営業利益 120,280

営業外収益  

受取利息 3

受取賃貸料 31,176

その他 675

営業外収益合計 31,854

営業外費用  

支払利息 2,035

不動産賃貸費用 15,445

その他 885

営業外費用合計 18,365

経常利益 133,769

税引前四半期純利益 133,769

法人税等 61,000

過年度法人税等 13,521

法人税等合計 74,521

四半期純利益 59,248
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 900,015

売上原価 723,917

売上総利益 176,098

販売費及び一般管理費 85,016

営業利益 91,082

営業外収益  

受取利息 0

受取賃貸料 15,588

その他 521

営業外収益合計 16,109

営業外費用  

支払利息 1,286

不動産賃貸費用 7,753

その他 853

営業外費用合計 9,892

経常利益 97,299

税引前四半期純利益 97,299

法人税等 44,600

過年度法人税等 －

法人税等合計 44,600

四半期純利益 52,699
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 133,769

減価償却費 37,793

受取利息及び受取配当金 △3

支払利息 2,035

前受金の増減額（△は減少） △99,495

売上債権の増減額（△は増加） 118,942

たな卸資産の増減額（△は増加） △52,020

仕入債務の増減額（△は減少） 21,498

前渡金の増減額（△は増加） 21,828

その他 22,901

小計 207,248

利息及び配当金の受取額 3

利息の支払額 △2,035

法人税等の支払額 △227,432

営業活動によるキャッシュ・フロー △22,216

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 △36,836

定期預金の預入による支出 △15,069

投資活動によるキャッシュ・フロー △51,905

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） △20,982

配当金の支払額 △50,144

その他 △45

財務活動によるキャッシュ・フロー △71,171

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △145,292

現金及び現金同等物の期首残高 809,525

現金及び現金同等物の四半期末残高 664,233
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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。

 

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）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

（１）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）

科目 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  1,415,048 100.0

Ⅱ　売上原価  1,067,384 75.4

売上総利益  347,664 24.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費  144,998 10.2

営業利益  202,666 14.4

Ⅳ　営業外収益  34,499 2.4

Ⅴ　営業外費用  19,792 1.4

経常利益  217,373 15.4

税引前中間純利益  217,373 15.4

法人税等  107,800 7.6

中間純利益  109,573 7.8
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（２）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 217,373

減価償却費　 29,686

受取利息及び受取配当金　 △1,948

　支払利息 3,518

前受金の増減額 813,981

売上債権の増減額　 △238,880

たな卸資産の増減額　 △1,266,539

仕入債務の増減額 203,162

その他 267,013

小計 27,366

利息及び配当金の受取額　 99

利息支払額　 △3,518

法人税等支払額　 △7,042

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,905

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　 △25,195

　定期預金の預入払戻による支出 △120

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,315

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の増減額　 △19,725

配当金の支払額　 △49,317

その他　 △416

財務活動によるキャッシュ・フロー △69,458

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 △77,868

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残高 541,998

Ⅵ　現金及び現金同等物中間期末残高 464,130
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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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