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1.  平成21年11月期第3四半期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年8月31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3四半期 17,249 ― △945 ― △993 ― △2,024 ―
20年11月期第3四半期 22,241 △1.0 883 △55.3 914 △56.6 664 △42.6

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3四半期 △91.46 ―
20年11月期第3四半期 30.03 ―

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3四半期 34,576 15,728 45.2 706.42
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3四半期  15,635百万円 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  
 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 0.00 ―
21年11月期 

（予想）
3.00 3.00

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  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

通期 23,000 △20.1 △1,200 ― △1,200 ― △2,400 ― △108.44

- 1 -



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3四半期 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3四半期  34,178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3四半期 22,133,198株 20年11月期第3四半期 22,134,075株
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当第３四半期連結累計期間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、引き続き厳し
い状況で推移いたしました。  
 このような環境のもとで、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３四半期
連結累計期間の売上高は、前年同期比22.4％減の17,249百万円となりました。損益面につきましては、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に至らず、また会計基準の変更も加わって
営業損失は945百万円、経常損失は993百万円となりました。四半期純損失につきましては事業構造改善費
用としての棚卸資産処分費用計上および繰延税金資産の取崩しも影響し、2,024百万円となりました。  
 なお、当連結会計年度より第３四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。 
事業の種類別セグメントの状況は次のとおりです。 

  

（織網・関連機器）  
  当セグメントの主要な取引業界のひとつであります紙パルプ業界におきましては、国内の紙・板紙の生
産が低迷し、加えて抄紙用網の客先保有在庫圧縮もあり、国内の受注数量が大きく減少いたしました。海
外での販売活動にも注力いたしましたものの、世界的な需要の収縮により同じく生産は減少し、円高の影
響もあって、国内の売上高減少を補うには至りませんでした。  
 工業用網におきましても、自動車関連業界をはじめとする各業界の市場低迷による影響を受け、出荷数
量が減少いたしました。   
 一方で、高効率な生産体制を再構築するための構造改革に取り組み、原価低減、経費削減に注力いたし
ましたが、当第３四半期連結累計期間の売上高は10,948百万円、営業利益は175百万円となりました。  

  

（ミクロ製品等）  
 当セグメントの主要な取引業界でありますデジタル家電業界の薄型テレビ分野におきましては、日本を
はじめとする政府の購入助成制度創設等もあり、薄型テレビの普及は促進されましたが、欧米を主要市場
とする大型画面のプラズマテレビの販売は予想に反して伸び悩み、プラズマディスプレイ用電磁波シール
ドメッシュの販売は苦しい展開を余儀なくされ、出荷数量が減少いたしました。  
 フォトマスク製品の主要な取引業界であります半導体業界におきましても需要減退が続き、一部で回復
のきざしが見られるものの、出荷数量は減少いたしました。  
 経費削減、競争力ある材料開発等を進めてまいりましたが、売上高は6,301百万円、営業損失は178百万
円となりました。  

  

（資産）  
  流動資産は、前連結会計年度末に比べて2,913百万円減少し、15,112百万円となりました。これは、受
取手形及び売掛金が1,983百万円、原材料及び貯蔵品が497百万円減少したこと等によるものであります。 
  固定資産は、前連結会計年度末に比べて227百万円減少し、19,463百万円となりました。  
  この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて3,141百万円減少し、34,576百万円となりました。 
（負債）  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,314百万円減少し、10,144百万円となりました。これは、短
期借入金が973百万円増加し、支払手形及び買掛金が2,324百万円減少したこと等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673百万円増加し、8,703百万円となりました。これは、長期借
入金が292百万円、繰延税金負債が546百万円増加したこと等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641百万円減少し、18,847百万円となりました。 
（純資産）  

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2,500百万円減少し、15,728百万円となりました。これは、
主として四半期純損失2,024百万円および為替換算調整勘定が356百万円減少したこと等によるものであり
ます。 

  

【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
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平成21年11月期業績予想に関しましては、平成21年7月7日に公表いたしました業績予測を修正しており
ます。詳しくは、本日付で別途公表いたしました「業績予想の修正および繰延税金資産の取崩しに関する
お知らせ」をご覧ください。 

  
  

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３四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。 

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、当第３四半期連結累計期間の売上総利益が151,110
千円減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失がそれぞれ同額増加しております。

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、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及
び税金等調整前四半期純損失がそれぞれ16,311千円増加しております。 

織網・関連機器製品に係る売上計上基準は、従来、出荷基準によっておりましたが、例外的に使用
時に検収している得意先に対する売上は、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、使用時検収得意先に対する織網・関連機器製品の出荷から検収までの
期間が、近時、長期化する傾向にあることから、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、当第３四半期連結累計期間の売上総利益が78,465千
円減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失がそれぞれ同額増加しております。 

当社および国内連結子会社は、平成20年度法人税法の改正を契機として耐用年数を見直した結果、
第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数を従来の３～14年から３～10年に変更しておりま
す。  
 この結果、従来の耐用年数によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の売上総利益が
81,035千円減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失がそれぞれ82,854千円増加し
ております。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

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織網・関連機器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 
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年８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 2,534,953 2,662,461

受取手形及び売掛金 5,963,673 7,946,790

商品及び製品 3,874,226 3,787,764

仕掛品 626,227 628,487

原材料及び貯蔵品 1,861,035 2,358,091

その他 320,325 691,596

貸倒引当金 △67,627 △48,452

流動資産合計 15,112,816 18,026,739

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,111,325 5,564,938

機械装置及び運搬具（純額） 4,913,801 5,053,437

土地 3,414,076 3,442,743

その他（純額） 1,057,623 1,342,905

有形固定資産合計 15,496,827 15,404,024

無形固定資産   

のれん 725,627 828,809

その他 43,312 46,741

無形固定資産合計 768,940 875,551

投資その他の資産   

投資有価証券 2,000,185 2,146,224

その他 1,207,793 1,272,730

貸倒引当金 △10,441 △7,659

投資その他の資産合計 3,197,537 3,411,295

固定資産合計 19,463,306 19,690,871

資産合計 34,576,122 37,717,611
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年８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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,039,466 5,363,974

短期借入金 3,653,853 2,680,457

1年内返済予定の長期借入金 1,580,102 1,434,161

未払法人税等 64,337 93,390

賞与引当金 377,837 80,100

設備関係支払手形 66,817 173,710

その他 1,361,889 1,633,289

流動負債合計 10,144,303 11,459,085

固定負債   

長期借入金 5,319,605 5,026,859

退職給付引当金 78,260 109,407

役員退職慰労引当金 273,126 262,017

長期預り敷金保証金 1,961,560 2,069,638

その他 1,070,725 561,623

固定負債合計 8,703,277 8,029,546

負債合計 18,847,581 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 11,803,031 13,912,378

自己株式 △27,731 △27,515

株主資本合計 16,373,206 18,482,769

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 90,787 141,720

繰延ヘッジ損益 △276 △34,319

為替換算調整勘定 △828,580 △472,074

評価・換算差額等合計 △738,069 △364,673

少数株主持分 93,404 110,884

純資産合計 15,728,540 18,228,979

負債純資産合計 34,576,122 37,717,611
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(2) 四半期連結損益計算書 
  （第３四半期連結累計期間） 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 17,249,562

売上原価 13,212,250

売上総利益 4,037,311

販売費及び一般管理費 4,983,137

営業損失（△） △945,825

営業外収益  

受取利息 3,948

受取配当金 36,001

持分法による投資利益 16,936

その他 92,107

営業外収益合計 148,994

営業外費用  

支払利息 151,782

その他 45,062

営業外費用合計 196,845

経常損失（△） △993,676

特別損失  

固定資産売却損 20,168

固定資産除却損 12,686

ゴルフ会員権評価損 14,360

災害による損失 10,170

事業構造改善費用 77,413

特別損失合計 134,798

税金等調整前四半期純損失（△） △1,128,474

法人税等 903,145

少数株主損失（△） △7,327

四半期純損失（△） △2,024,292
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８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（△） △1,128,474

減価償却費 1,525,066

のれん償却額 32,729

退職給付引当金の増減額（△は減少） △33,425

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,108

貸倒引当金の増減額（△は減少） 21,955

受取利息及び受取配当金 △39,950

支払利息 151,782

持分法による投資損益（△は益） △16,936

有形固定資産売却損益（△は益） 20,168

有形固定資産除却損 5,946

ゴルフ会員権評価損 14,360

売上債権の増減額（△は増加） 1,983,116

たな卸資産の増減額（△は増加） 412,853

仕入債務の増減額（△は減少） △2,324,507

未払消費税等の増減額（△は減少） 77,754

その他 186,788

小計 900,336

利息及び配当金の受取額 78,236

利息の支払額 △141,945

法人税等の支払額 △156,830

法人税等の還付額 38,870

営業活動によるキャッシュ・フロー 718,667

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 △479,499

定期預金の払戻による収入 535,800

有形固定資産の取得による支出 △1,991,811

投資有価証券の取得による支出 △8,259

長期預り敷金保証金の返還による支出 △120,858

その他 △35,912

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,100,541

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） 973,395

長期借入れによる収入 1,546,600

長期借入金の返済による支出 △1,068,357

自己株式の取得による支出 △216

配当金の支払額 △88,533

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,362,888

現金及び現金同等物に係る換算差額 △47,350

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △66,336

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 2,528,298
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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３四半期連結累計期間（自 平成20年12月１日  至 平成21年８月31日）              (単位:千円)
 

（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

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 10,948,398 6,301,163 17,249,562 ─ 17,249,562

（2）セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

3 440 443 (443) ─

計 10,948,402 6,301,603 17,250,006 (443) 17,249,562

 営業費用 10,772,970 6,479,806 17,252,777 942,610 18,195,387

 営業利益又は営業損失（△） 175,431 △178,203 △2,771 (943,054) △945,825

(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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前年同四半期に係る財務諸表等 

「 参考資料 」

（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３四半期）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 22,241,875 

Ⅱ 売上原価 15,891,330 

  売上総利益 6,350,544 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,466,723 

  営業利益 883,820 

Ⅳ 営業外収益 269,681 

 1.  受取利息及び配当金 60,839 

  2.  その他 208,842 

Ⅴ 営業外費用 239,013 

 1. 支払利息 146,662 

 2. その他 92,351 

  経常利益 914,489 

Ⅵ 特別利益 80,612 

    保険解約返戻金 80,612 

Ⅶ 特別損失 15,101 

  固定資産除却損 15,101 

税金等調整前四半期純利益 979,999 

税金費用 308,418 

少数株主利益 6,993 

四半期純利益 664,587 
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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３四半期）

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 979,999

   減価償却費 1,338,200

   のれん償却費 16,869

   退職給付引当金の増減（△）額 27,925

   役員退職慰労引当金の増減（△）額 △ 42,666

   貸倒引当金の増減（△）額 38

   受取利息及び受取配当金 △ 60,839

   支払利息 146,662

   持分法による投資利益 △ 93,810

   保険解約返戻金 △ 80,612

   有形固定資産除却損 8,157

   売上債権の増（△）減額 △ 283,804

   棚卸資産の増（△）減額 △ 181,297

   前払年金費用の増（△）減額 △ 47,231

   仕入債務の増減（△）額 756,549

   未払消費税等の増減（△）額 △ 23,513

   その他 △ 125,461

    小計 2,335,165

   利息及び配当金の受取額 58,216

   利息の支払額 △ 134,323

   法人税等の支払額 △ 662,772

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,596,285

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 △ 1,521,723

   定期預金の払戻による収入 1,122,874

   有形固定資産の取得による支出 △ 2,632,241

   有形固定資産の売却による収入 2,098

   投資有価証券の取得による支出 △ 86,790

   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 △ 120,618

   その他 30,678

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 3,036,273

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 2,063,840

   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 △ 1,899,267

   配当金の支払額 △ 265,609

   自己株式取得による支出 △ 222

  財務活動によるキャッシュ・フロー 1,298,740

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 33,337

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額又は減少（△）額 △ 174,583

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 2,075,373
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[ 事業の種類別セグメント情報 ] 

  前第３四半期連結累計期間（自 平成19年12月１日  至 平成20年８月31日）               (単位:千円)

 
（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

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 15,272,907 6,968,967 22,241,875 ─ 22,241,875 
（2）セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

10 850 860 (860) ─

計 15,272,918 6,969,817 22,242,735 (860) 22,241,875 

 営業費用 13,320,441 7,051,237 20,371,679 986,375 21,358,054 

 営業利益又は営業損失（△） 1,952,476 △ 81,419 1,871,056 (987,235) 883,820 
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