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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 8,404 ― △5,345 ― △5,411 ― △5,446 ―
20年11月期第3四半期 29,015 △22.3 200 △89.9 215 △89.4 350 △78.4

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3四半期 △85.19 ―
20年11月期第3四半期 5.48 ―

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 36,912 19,724 50.7 292.46
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3四半期  18,697百万円 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
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 ― 0.00 ― 1.50 1.50
21年11月期 ― 0.00 ―
21年11月期 

（予想）
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 14,900 △57.0 △6,700 ― △6,700 ― △6,700 ― △104.80
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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．その他をご覧下さい。 

(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．その他をご覧下さい。 

(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3四半期 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3四半期  4,142,894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3四半期 63,937,121株 20年11月期第3四半期 63,952,150株
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当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、世界的な景気悪化の影響から輸出の減少や消費の低迷により企業業績

は低迷し、設備投資も回復しておりません。また、雇用情勢の悪化にも歯止めがかからない状況となっております。 

 こうした中、当企業グループは受注獲得に注力してまいりました。しかし、世界的な設備投資の減少と欧米経済の

停滞に伴う新興国の輸出減少により、輸出比率が高い当企業グループにおきましても大変厳しい状況を余儀なくされ

ました。この結果、第３四半期連結累計期間の受注高8,698百万円（前年同期比62.1％減）、売上高は8,404百万円

（同比71.0％減）と、大変厳しい状況で推移いたしました。損益面では、生産・売上の低迷により営業損失5,345百万

円（前年同期 営業利益200百万円）、経常損失5,411百万円（前年同期 経常利益215百万円）となりました。事業別

の状況は下記のとおりであります。  

  

＜繊維機械事業＞  

 中心市場の中国では、６月以降、洋服の裏地などに多用されるタフタ織物製織用のウォータジェットルームを中心

に受注に底打ち感が出てきたものの、当該機種が低価格帯の製品であることや、日欧米の先進国市場の消費低迷の影

響により中国製繊維製品の輸出が低迷していることから、当事業の本格的な回復には今しばらく時間がかかる状況と

なっております。またインド市場も回復には至っておりません。なお、生産面では、遺憾ながら年初から生産調整を

余儀なくされております。  

 このような状況から、第３四半期連結累計期間までの受注高は6,473百万円（前年同期比57.6％減）、売上高は

5,067百万円（同比76.4％減）と、大変厳しい状況で推移いたしました。損益面では、生産・売上の低迷により営業損

失3,371百万円（前年同期 営業損失244百万円）となりました。  

  

＜工作用機器事業＞  

 工作機械メーカの受注減少に歯止めがかからない中、微細加工用NC円テーブル、大型NC円テーブル、新製品のミー

リングヘッドなど、当社の技術力を活かした製品を中心に、光学関連、航空関連、造船、鉄道車両、発電関連など幅

広い分野で受注活動を展開いたしました。しかし、工作機械関連、自動車関連など主力市場の低迷の影響をカバーす

るにはいたらず、厳しい状況が続きました。  

 この結果、当事業の第３四半期連結累計期間の受注高は1,586百万円（前年同期比75.9％減）、売上高は2,684百万

円（同比58.6％減）と、大変厳しい状況で推移いたしました。損益面では、生産・売上の低迷により営業損失1,429百

万円（前年同期 営業利益519百万円）となりました。  

  

＜その他の事業＞  

 鋳造鋳物部門、電子機器部門ともに、外部販売への強化をめざしておりますが、景気後退の影響から低迷いたしま

した。  

 この結果、当事業の第３四半期連結累計期間の受注高は638百万円（前年同期比41.3％減）、売上高は653百万円

（同比39.0％減）となり、営業損失は544百万円（前年同期 営業損失74百万円）となりました。  

  

当第３四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4,704百万円減少し36,912百万円となりました。

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1,024百万円増加し

17,188百万円となりました。生産の減少による仕入債務の減少があったものの、短期借入金及び長期借入金の借入に

よる増加に伴うものであります。純資産は、四半期純損失5,446百万円を計上したこと等から、前連結会計年度末に比

べ5,728百万円減少し19,724百万円となり、自己資本比率は50.7％となりました。 

  

(キャッシュ・フローの状況)  
当第３四半期連結累計期間における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5,766百万円の計上や仕入債務の減少等により、マイナス3,770百万円となりました。  

 当第３四半期連結累計期間における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1,247百万円となりました。  

 当第３四半期連結累計期間における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、短期借入及び長期借入による収入により、5,046百万円となりました。  

 これらの結果、当第３四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、27

百万円増加し16,096百万円となりました。  

  

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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通期の業績予想に関しましては、一部に経済回復の兆しが報道されておりますものの、設備投資の急速な回復は見

込み難く、引き続き厳しい見方を崩すことはできません。当企業グループにおきましては、限られた案件を的確に受

注に結びつけるために、技術開発による差別化と、厳しい価格競争に対抗するためのコストダウンに注力してまいり

ます。  

 繊維機械事業は、最大市場であります中国市場の設備投資の回復の動向を注視しなければなりません。中国市場で

はウォータジェットルームを中心に受注に底打ち感が出てきたものの、エアジェットルームについては依然厳しい状

況が継続しており、本格的な回復には今しばらく時間がかかる状況となっております。一方で、中国の内需拡大が注

目されておりますが、繊維製品に関しましては大きな変化は見られず、欧米等先進諸国の消費回復が今後の大きな課

題と判断しております。このため、通期業績につきましては、第４四半期は多少改善する見込みであるものの、引き

続き厳しい状況を予想しております。引き続き、販売活動に注力するとともに、部品等の販路拡大を強化してまいり

たいと存じます。  

 工作用機器事業は、工作機械業界の受注状況は底打ちが伝えられておりますが、依然として著しく低い水準で推移

しており、その動向を注目しております。自動車業界では、環境対応自動車などで生産増加の動きがありますが、現

時点では業界全体の設備の過剰感は解消されておりません。このような市場環境ではありますが、当事業といたしま

しては、さまざまな分野や市場の動向を注視しながら、積極的な販売活動を展開するとともに、価格競争が一層厳し

くなる中、生産効率の改善とコストダウンに努めてまいります。また、新製品でありますミーリングヘッドの市場開

拓やインフラ関連、航空機関連などの大型製品の製品開発に注力してまいります。  

 その他事業は、鋳造、電子機器ともに受注活動に注力してまいります。また、新規事業関連では、コンポジット機

械（複合素材関連機械）の開発を進めるとともに、新たに着手すべき事業分野の絞り込みを行ってまいります。  

 このような状況から、現時点での通期連結業績予想につきましては、平成21年７月14日に公表いたしました業績予

想値と変更はありません。  

  

（注）前年同期増減率（前年同期の金額）は参考値です。 

  
  

該当事項はありません。 

① 棚卸資産の評価方法 

 当第３四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、第２四半期連結会計期間末の

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、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566百万円増加しており

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、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はそれぞれ44

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80百万円減少し、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。  

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

(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 16,643 16,611

受取手形及び売掛金 3,349 6,523

有価証券 232 287

製品 1,219 848

半製品 675 818

仕掛品 1,011 1,713

原材料 358 542

その他 327 482

貸倒引当金 △22 △26

流動資産合計 23,794 27,803

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,716 4,010

機械装置及び運搬具（純額） 2,804 3,075

土地 3,630 3,891

建設仮勘定 598 597

その他（純額） 426 532

有形固定資産合計 11,177 12,106

無形固定資産 95 62

投資その他の資産   

投資有価証券 1,768 1,567

その他 489 523

貸倒引当金 △412 △446

投資その他の資産合計 1,845 1,644

固定資産合計 13,118 13,813

資産合計 36,912 41,617
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(単位：百万円)

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 1,305 1,769

短期借入金 5,764 3,540

未払法人税等 31 28

賞与引当金 230  

未払金 1,214 4,136

その他 582 1,414

流動負債合計 9,128 10,889

固定負債   

長期借入金 3,870 950

退職給付引当金 4,123 4,291

役員退職慰労引当金 31 32

その他 35 1

固定負債合計 8,060 5,274

負債合計 17,188 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 △2,789 2,753

自己株式 △1,235 △1,234

株主資本合計 18,646 24,190

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 51 △67

繰延ヘッジ損益  △29

評価・換算差額等合計 51 △96

少数株主持分 1,026 1,359

純資産合計 19,724 25,453

負債純資産合計 36,912 41,617
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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：百万円)

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 8,404

売上原価 11,414

売上総損失（△） △3,009

販売費及び一般管理費 2,335

営業損失（△） △5,345

営業外収益  

受取利息 14

受取配当金 29

その他 34

営業外収益合計 78

営業外費用  

支払利息 105

為替差損 24

その他 13

営業外費用合計 144

経常損失（△） △5,411

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5

特別利益合計 5

特別損失  

固定資産処分損 5

減損損失 353

貸倒引当金繰入額 1

特別損失合計 360

税金等調整前四半期純損失（△） △5,766

法人税、住民税及び事業税 10

法人税等調整額 1

法人税等合計 11

少数株主損失（△） △331

四半期純損失（△） △5,446
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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（△） △5,766

減価償却費 1,000

減損損失 353

受取利息及び受取配当金 △43

支払利息 105

売上債権の増減額（△は増加） 3,072

たな卸資産の増減額（△は増加） 669

仕入債務の増減額（△は減少） △2,495

退職給付引当金の増減額（△は減少） △167

その他 △429

小計 △3,700

利息及び配当金の受取額 42

利息の支払額 △105

法人税等の支払額 △6

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,770

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 △1,200

投資有価証券の取得による支出 △48

その他 △49

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,247

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

長期借入れによる収入 3,400

長期借入金の返済による支出 △255

自己株式の取得による支出 △1

配当金の支払額 △95

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 5,046

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） 27

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 16,096
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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） 

 
(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 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、当第３四半期連結累計期間の「繊維機械事業」で営業費用

及び営業損失が30百万円減少し、「工作用機器事業」で営業費用及び営業損失が12百万円増加し、「その他

の事業」で営業費用及び営業損失が18百万円増加している。 

４ 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、当第３四半期連結累計期間の「繊維機械事業」で423百万

円、「工作用機器事業」で139百万円、「その他の事業」で３百万円それぞれ営業費用及び営業損失が増加

している。 

５ 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、当第３四半期連結累計期間の「繊維機械事業」で20百万

円、「工作用機器事業」で24百万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３四半期連結累計期間においては、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

5,067 2,684 653 8,404 ―   8,404

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― （―） ―

計 5,067 2,684 653 8,404 （―） 8,404

営業損失（△） △3,371 △1,429 △544 △5,345 （―） △5,345
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[海外売上高] 

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） 

 
(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) 4,147 466 133 111 4,859

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 8,404

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

49.4 5.5 1.6 1.3 57.8

(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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「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３四半期)

金額(百万円)

Ⅰ 売上高 29,015

Ⅱ 売上原価 25,638

  売上総利益 3,377

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,176

   営業利益 200

Ⅳ 営業外収益 87

 １ 受取利息及び配当金 60

 ２ その他 26

Ⅴ 営業外費用 72

 １ 支払利息 53

 ２ その他 18

   経常利益 215

Ⅵ 特別利益 204

Ⅶ 特別損失 55

  税金等調整前四半期純利益 363

   法人税等 33

   少数株主損失(△) △20

   四半期純利益 350
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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） 

 
(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３四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） 

 
(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、パキスタン、インド他 

 （２）アメリカ………米国、ブラジル他 

 （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

21,466 6,478 1,069 29,015 ―   29,015

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― （―） ―

計 21,466 6,478 1,069 29,015 （―） 29,015

営業利益又は営業損失（△） △244 519 △74 200 （―） 200

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) 18,076 1,059 1,283 385 20,805

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 29,015

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

62.3 3.7 4.4 1.3 71.7
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