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1.  21年11月期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年11月30日） 

(注) １．当社は平成21年11月期中に子会社を取得したため、当期より連結財務諸表を作成しており、当期の対前年同期増減率は記載しておりません。 
    ２．平成21年11月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 
    ３．平成21年11月期の自己資本当期純利益率、総資産経常利益率の算定における自己資本及び総資産については、期末自己資本及び期末 
      総資産を使用しております。 

(2) 連結財政状態 

(注) 当社は平成21年11月期より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。 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

(注) 平成21年11月期より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 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年11月期 1,790 ― 29 ― 50 ― 29 ―
20年11月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年11月期 2,542.13 ― 2.0 2.6 1.7
20年11月期 ― ― ― ― ―
（参考） 持分法投資損益 21年11月期  ―百万円 20年11月期  ―百万円

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 1,942 1,421 73.2 124,900.14
20年11月期 ― ― ― ―
（参考） 自己資本   21年11月期  1,421百万円 20年11月期  ―百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年11月期 70 160 △176 704
20年11月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

(注） １．当社は当連結会計年度に子会社を取得し、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、平成20年11月期の数値は個別財務諸表 
      における数値となっております。 
    ２．当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、平成20年11月期の配当性向及び純資産配当率は記載しておりません。 
    ３．平成21年11月期の純資産配当率の算定における純資産については、期末純資産を使用しております。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

20年11月期 ― ― ― 4,000.00 4,000.00 46 ― ―
21年11月期 ― ― ― 4,000.00 4,000.00 45 157.3 3.2
22年11月期 

（予想）
― ― ― 4,000.00 4,000.00 30.3

3.  22年11月期の連結業績予想（平成21年12月1日～平成22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）

 

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

1,330 135.2 99 ― 102 ― 59 ― 5,195.04

通期 2,810 57.0 242 712.6 253 406.8 151 422.0 13,218.18
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注)詳細は、19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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 11,580株 20年11月期 11,580株
② 期末自己株式数 21年11月期  200株 20年11月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年11月期の個別業績（平成20年12月1日～平成21年11月30日） 

（注） 平成21年11月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年11月期 1,530 △53.7 33 △90.5 54 △86.1 33 △84.9
20年11月期 3,311 16.1 351 18.8 393 30.0 222 25.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年11月期 2,939.11 ―
20年11月期 19,220.52 ―

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 1,870 1,425 76.2 125,298.99
20年11月期 2,353 1,439 61.2 124,334.59
（参考） 自己資本 21年11月期  1,425百万円 20年11月期  1,439百万円

2.  22年11月期の個別業績予想（平成21年12月1日～平成22年11月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本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。 
 当社は、平成21年11月期に子会社を取得したため、当期より連結財務諸表を作成しております。 

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 
累計期間

1,085 91.9 102 ― 105 ― 62 ― 5,452.00

通期 2,260 47.7 231 593.6 242 345.1 143 328.4 12,650.09
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（当期の経営成績） 

  当連結会計年度におけるわが国経済は、前連結会計年度より続くサブプライムローン問題等の金融危

機による米国経済の失速や原油及び原材料価格の高騰などのマイナス要因により、大きく影響を受けま

した。  

  このような状況において、当社グループは、年度前半において、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受けてまいりました。しかし、年度後半からは、自動車メーカーにお

ける環境対応車の増産に伴う半導体製造装置に用いる消耗品の旺盛な需要を要因として、受注・販売面

において、回復基調が見られました。  

  この結果、当連結会計年度の売上高は1,790,272千円、営業利益は29,823千円、経常利益は50,022千

円、当期純利益は29,065千円となりました。 

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、当社グループ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、主に環境対応車の増産により、すでに稼働中の設備に用いられる消耗品の売上が年度後半において

は前年度同期比で大幅に増加いたしました。この結果、売上高は784,784千円、営業利益は124,976千円

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。また、当連結会計年度に子会社化した株式会社コム

テックも当事業に属しており、液晶ディスプレイ・フラットパネルディスプレイに関連する材料・機器

を国内で仕入れ、海外の顧客に販売しております。販売面では、顧客の生産の回復傾向が見られたもの

の、売上は低調に推移いたしました。この結果、売上高は432,364千円、営業損失は27,148千円となり

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、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、前事業年度に続き、受注が少ない

状況でありました。この結果、売上高は545,459千円、営業利益は16,532千円となりました。 

④その他の事業 

 当事業につきましては、主に上記グループで取り扱わないガルデン液(プリント基板の実装ハンダ付

等に使用する液体）等を扱っておりますが、受注が低迷いたしました。この結果、売上高は27,663千

円、営業利益は4,040千円となりました。 

  

 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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（次期の見通し） 

 半導体装置事業において、当期後半以降の自動車メーカーにおける環境対応車の増産により、装置の

稼働率が向上し、装置に付随する消耗品の売上が堅調に推移し、また、自動車メーカー、自動車部品メ

ーカー及びパワー半導体メーカー等の設備投資が回復し、大型の案件を受注しつつあり、引き合いも旺

盛であります。 

 また、環境機器事業においては、液体の濃縮・ろ過の分野で、これまでに実績のなかった新たな業界

への販売活動が奏功し、受注、引き合いが旺盛となってまいりました。 

 かかる状況をふまえ、次期の業績見通しを１ページ「3. 22年11月期の連結業績予想（平成21年12月

１日～平成22年11月30日）」及び２ページ「（参考）個別業績の概要 2. 22年11月期の個別業績予想

（平成21年12月１日～平成22年11月30日）」のとおりといたしました。 

  

a. 資産、負債及び純資産の状況 

①資産 

 当連結会計年度末の流動資産は1,729,405千円、固定資産は213,448千円となり、総資産は1,942,853

千円となりました。 

②負債 

 当連結会計年度末の流動負債は364,790千円、固定負債は156,699千円となり、負債合計は521,489千

円となりました。 

③純資産 

 当連結会計年度末の株主資本は1,426,778千円、評価・換算差額等合計は△5,414千円となり、純資産

は1,421,363千円となりました。 

b. キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、704,874千円となりました。  

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、70,079千円の収入となりました。これは主に、売上債権の減

少694,713千円、たな卸資産の増加156,923千円、仕入債務の減少328,957千円及び法人税等の支払額

113,774千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、160,664千円の収入となりました。これは主に、株式会社コ

ムテックを子会社化したことによる収入131,222千円及び保険積立金の解約による収入89,986千円によ

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、176,042千円の支出となりました。これは主に、配当金の支

払額46,064千円及び子会社の長期借入金の返済による支出105,830千円によるものであります。 

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産  

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い  

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。  

（注２）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。  

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。  

（注４）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を

対象としております。 

（注５）当社は、平成19年11月期に大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」に

上場したため、時価ベースの自己資本比率に関して、平成17年11月期及び平成18年11月期については記

載しておません。 

（注６）当社は、平成21年11月期より連結財務諸表を作成しており、平成20年11月期以前については、

個別財務諸表の数値を記載しております。 

  

①利益配分の基本方針 

    当社グループは、安定継続配当を基本としながら当連結会計年度ならびに中長期の収益見通 

 し、財務体質、将来の事業展開のために必要な内部留保を確保しつつ、毎連結会計年度安定した 

 配当を行うことを基本方針とし、同時に配当性向を考慮しつつ利益配分を行なってまいります。  

  ②内部留保金の使途  

    内部留保金につきましては、経営基盤の強化のために活用し、事業の拡大と株主配当の安定化 

  に努める所存であります。  

  ③今後の株主に対する利益配分の具体的増加策  

    一層の経営基盤の強化を図るため内部留保を勘案しつつ、会社業績の動向に応じて株主への  

  利益還元に取り組んでいく方針であり、配当については、配当性向等の指標を参考としつつ実  

  施していく方針であります。ただし、現時点において具体的内容は決定しておりません。  

  ④当期・次期の配当  

    当期の配当につきましては、上記の基本方針に従い、当期純利益の20%を配当性向の目処と 

 し、１株あたり4,000円とさせていただくことを予定しております。  

    次期の配当につきましては、当期同様、当期純利益の20％を配当性向の目処とし、次期の業績 

  見通しに基づき、１株当たり4,000円を予想しております。 

平成17年11月期 平成18年11月期 平成19年11月期 平成20年11月期 平成21年11月期

自己資本比率 61.6 60.5 57.0 61.2 73.2

時価ベースの自己資本比率 － － 190.4 85.3 71.8

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

－ － － － 42.4

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

－ － － － 66.7

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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①半導体製造装置への依存について 

    当社グループは、現在、半導体装置事業、電子材料・機器事業及びマリン・環境機器事業を営 

 んでおりますが、設立当初からワイヤボンダーを中心としたとした半導体装置事業への依存度が 

 高く、平成21年11月期の半導体装置事業の売上高は、総売上高の43.8％を占めております。当社 

 グループは、他の電子材料・機器事業及びマリン・環境機器事業の成長を促すため、人材の補強 

 や新製品の投入等の施策をとっておりますが、半導体装置事業への依存体制の解消には数年を要 

 するものと考えられますので、当面は半導体装置事業の主要仕入先の動向あるいは半導体製造装 

 置の販売動向により当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

  ②電子デバイス業界の需給動向による影響について 

    半導体業界では、半導体の生産量や設備投資額の増減が周期的に現れる「シリコンサイクル」 

 と呼ばれる景気変動の現象があり、それによって業績が左右される傾向があります。半導体は、 

 ゲーム機・デジタルカメラ・ビデオデッキや携帯電話等に使用される一般消費者用と自動車・ 

 産業機械や大型家電等に使用される産業用パワー半導体に区別されます。一般消費者用半導体は 

 見込み生産が主流であり、生産過剰による価格低下等で次年度以降に生産調整が起こりやすくな 

 ります。一方、当社グループが取り扱う商品は受注生産を主体とした産業用パワー半導体分野の 

 製造プロセスの組立工程で使用される製造装置・検査装置・電子材料等であるため、比較的生産 

 過剰による価格低下に伴う設備投資抑制の影響が少なく、生産調整が起こりにくいものでありま 

 すが、電子デバイスの需要動向の影響を完全に回避することは困難であります。このため、電子  

 デバイスの需要動向が大きく変動した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があ 

 ります。 

 ③海外取引について 

  当社グループは仕入の43.0％（平成21年11月期）が海外からの製品輸入であります。このうち 

 93.7％がアメリカドルによる取引で、残りがユーロ及びイギリスポンドの取引となっておりま 

 す。当社グループでは、このような外貨建輸入取引の為替レートの変動リスクを極力回避するた 

 め、為替予約等のリスクヘッジの手段を講じて、輸入原価の安定に努めております。また、為替 

 変動による影響が長期化することが予想される場合には、海外仕入先との価格改定、国内販売先 

 に対する価格改定等の交渉を行うなど当社グループへの影響を減少するよう努力しております。 

 しかしながら、急激な為替レートの変動が生じ、当社グループがその影響を適切に回避できない 

 場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 ④販売代理店契約について 

  当社グループは、国内外の仕入先メーカーとの間で販売代理店契約を締結し、国内外の顧客に 

 販売しておりますが、メーカーの販売政策の変更等に伴って販売代理店契約の解除や契約内容が 

 変更された場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 ⑤競合メーカーについて 

  当社グループ取扱いの主力商品である半導体装置のワイヤボンダーの国内市場においては、当 

 社グループが輸入販売するもののほかに、主要なものとして国内メーカー１社の製品がありま 

 す。今後、当該メーカーや新規参入者が、当社グループ取扱いのワイヤボンダーに比して、生産 

 性の高い高品位の商品を開発して販売を開始した場合、または低価格で国内市場に展開した場合 

(4) 事業等のリスク
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 には、相対的に当社グループの競争力が低下し、あるいは過当な価格競争が生じることによっ 

 て、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 ⑥特定業界顧客への依存について 

  半導体装置事業においては、顧客の設備投資動向により特定の顧客に対する売上に依存する傾 

 向があります。 

  当社グループの売上構成は、平成21年11月期においては、主に乗用車製造におけるハイブリッ 

 ド車の増加によりパワー半導体の需要が伸びていることから、自動車関連業界に依存する傾向 

 があります。かかる状況を改善すべく、自動車業界以外の業界向けの販売先の拡大に努めており 

 ますが、かかる施策が奏功しない場合や特定業界の顧客の設備投資が減少した場合には、当社グ 

 ループの業績に影響を与える可能性があります。 

 ⑦特定の仕入先への依存 

  アメリカOrthodyne Electronics Corp.との間で締結している独占的販売代理店契約に基づ 

 き、日本国内において販売しているパワー半導体向け製造装置のワイヤボンダーは、平成21年11

  月期で当社グループの仕入高の36.4％と高くなっております。このため、同社からの仕入が困難 

 となった場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

  ⑧売上計上基準から生じる業績の変動について 

    当社グループの売上計上基準は、半導体製造装置等の機械装置について原則検収基準を採用し 

 ており、メーカーからの機械装置の納品の遅れ、あるいは顧客の受け入れ検査の遅れ等によって 

 は、契約上予定されていた期間内に検収を受けることができない場合があります。特に、決算月 

 に大きな案件が計画どおりに検収を受けることができなくなるような事態が発生した場合には、 

 売上高及びそれに対応する売上原価の計上時期が翌連結会計年度となることにより、当社グルー 

 プの業績に影響を与える可能性があります。 

  ⑨会社組織について 

    a.小規模組織であることについて 

      当社グループは、規模が小さく、社内管理体制もこの規模に応じたものとなっております。 

  今後も事業拡大に伴い人員増強を図っていく方針であり、内部管理体制も合わせて強化・充実 

  させていく予定でありますが、事業の拡大や人員の増強に対して適切かつ十分な組織対応がで 

  きなかった場合には当社グループの事業遂行及び拡大に制約が生じ、当社グループの業績に影 

  響を与える可能性があります。 

    b.人材の確保、育成について 

      当社グループは、今後成長するにあたり、商品知識や営業力など高い能力を有する人材を採 

  用し、育成することが重要であると考えております。そのため、人材の採用については、自社 

  ウェブサイトや就職関連サイトでの募集や人材紹介会社の活用を通じて行っており、人材育成 

  については社内でのＯＪＴや海外メーカーでの研修を通じて行っております。 

      しかしながら、適切な時期に優秀な人材が十分に確保できない場合には当社グループの業績 

  及び今後の業績に重大な影響を与える可能性があります。 

  ⑩知的財産権に関する影響について 

    これまでに当社グループでは知的財産権に関して、他社の知的財産権を侵害したとして損害賠 

 償や使用差止等の請求を受けたことはありません。しかしながら、当社グループが他社の特許を 

 侵害したとして損害賠償、使用禁止等の請求や当該特許等に関する対価の支払等が発生した場合 
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 には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

  ⑪品質管理・製造物責任・瑕疵担保責任ついて 

    当社グループは、半導体製造装置、電子材料・機器、マリン・環境機器と多様な商品を取り扱 

 っており、全社においてＩＳＯ９００１の品質管理マネジメントを導入し、品質管理には細心の 

 注意を払っております。しかしながら、装置の不具合や機器及び材料・部品の不良等が原因で、 

 顧客の生産ラインに支障をきたすなど、顧客に損害が発生する可能性があります。かかる事態が 

 発生した場合、当社グループ取扱商品への信頼性の低下や損害賠償請求等により、当社グループ 

 の業績に影響を与える可能性があります。なお、現時点までに製造物責任及び瑕疵担保責任に関 

 する訴訟は発生しておりません。 

  ⑫情報管理体制について 

    当社グループは、顧客との取引のため氏名、メールアドレス等の個人情報を含む顧客情報を有 

 しておりますが、「テクノアルファ株式会社個人情報保護方針」を定め、顧客情報の取扱いにつ 

 いては、細心の注意を払っております。 

    さらに、上記④に記載のとおり、国内外の仕入先メーカーとの間で販売代理店契約を締結して 

  おり、当該メーカーの技術情報等を有しておりますが、社内ネットワークへアクセスする際のパ 

  スワード設定や社外からのアクセスに対するファイヤーウォール設定などの対策を講じておりま 

  す。 

    しかしながら、かかる方策をもってしても顧客情報やメーカーの技術情報等が社外に漏洩する 

  ことを防止できず、当該漏洩に起因して第三者に何らかの損害を生じさせた場合には、当社グル 

 ープが損害賠償を受けたり、当社グループへの信用が失墜したりすることで、当社グループの業 

 績に影響を与える可能性があります。 
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当グループは、当社、連結子会社（株式会社コムテック）の計２社で構成されており、半導体製造装

置、電子材料・機器及びマリン・環境機器の各仕入・販売を主たる事業して取り組んでおります。 

当グループの事業における位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。

なお、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。 

(1) 事業の概要 

半導体製造装置事業においては当社が、パワー半導体（＊１）製造プロセスの後工程で使用される半導

体製造装置を、電子材料・機器事業においては当社が、半導体製造プロセスの後工程向けの研究開発機

器、検査機器、電子材料ならびに子会社である株式会社コムテックが、液晶ディスプレイ・フラットパネ

ルディスプレイ製造用の材料及び装置を、さらに環境機器事業においては当社が、食品・化学・石油化学

業界等における液体分離を目的とした装置等を、それぞれメーカーとの販売代理店契約に基づき仕入れ、

国内の顧客に販売しております。  

 また、マリン事業においては当社が、舶用機器を国内メーカーから調達し、国内の造船所及び海上保安

庁等に販売しております。  

 なお、各事業においては、上記の仕入商品のほか、顧客の要望に応じて自社で商品を開発し、協力工場

に製造委託したうえで当社が販売する商品も取り扱っております。 

事業の系統図は、以下のとおりであります。 

 

  

(2) 各事業の取扱商品ならびに技術サポートについて 

当社グループは単に商品を輸入、仕入、販売するだけではなく、技術専門商社として専門的な技術サポ

ートも行い、顧客の要求に応えております。 

（半導体装置事業） 

 パワー半導体製造プロセスの後工程（組立）で使用されるアメリカOrthodyne Electronics Corp.製の

アルミ線ウェッジワイヤボンダー（＊２）（以下、「ワイヤボンダー」という。）ならびにその部品、消

耗品の輸入販売、さらに技術サポートとして調整、オペレータ教育、保守を行っております。また、装置

の導入前・導入後の顧客向けデモンストレーション及びトレーニングのためにワイヤボンダーに関する接

2. 企業集団の状況
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合技術センターを本社内に設置しております。 

（電子材料・機器事業） 

 半導体製造、電子部品製造、液晶等組立で使用される接着剤や消耗品、ボンドテスター（＊３）、温度

モニターシステム（＊４）のほか自社開発商品のフリップチップ・ダイボンダー（＊５）、プラズマ処置

装置（＊６）及び液晶ディスプレイ・フラットパネルディスプレイ製造用の材料・機器等を販売しており

ます。さらに、一部の機器類においては、技術サポートとして調整、オペレータ教育、保守を行っており

ます。 

（マリン・環境機器事業） 

 マリン事業では、外国航路を就航する船舶に搭載される救命ボート、救命ボートを昇降させるためのダ

ビット（＊７）等の舶用機器を、日本国内メーカーとの販売提携あるいは製造協定の下で、造船会社や海

上保安庁へ販売しております。 

 環境機器事業では、食品、化学、石油化学業界での液体分離を目的とした振動膜式フィルター（＊８）

とセラミック膜（＊９）の販売を行い、技術サポートとして調整、オペレータ教育、保守を行っておりま

す。 

用語解説 

＊１ 電力を制御する半導体デバイスを指し、電源装置、モータードライブ、コンピュータ、自動車、大型家電（エ

   アコン、冷蔵庫など）、産業用機器等に用いられる半導体。 

＊２ 半導体組立工程で、ＩＣチップと端子間を細いアルミ線で超音波を用いて接合する装置 

＊３ 半導体組立工程でワイヤボンドをした後、接合強度を検査する装置 

＊４ プリント基板に電子部品を実装するハンダ付け装置の温度を監視する装置 

＊５ 半導体組立工程でＩＣチップを基板上に高い精度で搭載する装置 

＊６ マイクロ波や大気圧等を用いて、プラズマを発生させ、ＩＣチップ表面やその他接合面の表面状態を改善する

   ためのクリーニング装置 

＊７ 救命ボートを昇降させる装置 

＊８ フィルター膜の目詰まりを防止する目的で、膜自体を振動させ、フィルター膜の寿命を維持させる装置 

＊９ フィルターの一種で、セラミックで成形された多種形状の膜 
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当社グループの経営理念は、顧客満足度の向上に努め顧客の納得する技術サポートの提供を通して企

業の成長を目指す考えのもと、半導体装置の後工程分野に特化する専門性と関連業界に対する電子材料

等の取扱い及び販売とのシナジー効果の 大化を図ることであります。また、マリン事業においては安

定的な収益の確保を維持し、環境機器事業では早期成長路線に乗せるべく安定した顧客の獲得に努める

所存であります。 

収益性と企業価値向上のため、主に「売上高総利益率」と「売上高営業利益率」の改善、「売上高構

成比率」の 適化を目標とする経営指標として企業経営を行っております。 

半導体装置並びに電子材料等が売上高の過半数を占める業態でありますが、半導体後工程分野におけ

る装置や電子材料分野の取扱商品を拡充し、より一層専門化した企業集団としてさらなる深耕を図って

いく所存であります。これらの事業分野では、国産化の推進、自社開発商品の拡大を通して利益率の増

大を図るとともに輸入仕入に依存しない体質強化に取り組んでまいります。また、環境機器の分野では

商品単体の輸入のみならずプロセス装置の製作まで協力工場を活用して付加価値を高める事業展開を図

る所存であります。 

① 三事業部門の収益のバランス 

   当社グループの主力事業である半導体装置事業が売上の過半数を占めるため、今後は他の電 

  子材料・機器事業やマリン・環境機器事業の拡大を図りバランスを取ってまいります。 

 ② 輸入依存度の低減 

   当社グループの輸入取引の割合が多くを占めておりますが、国内取引を増やすことにより、 

  比率を低下させてまいります。 

 ③ 自社開発製品の拡充 

   大学との産学協同を通じ、自社開発商品に積極的に取り組むことで輸入依存率の低減や安定 

  した利益率の向上に努めてまいります。 

 該当事項はありません。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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4. 連結財務諸表 
(1) 連結貸借対照表 

(単位：千円)

当連結会計年度 
(平成21年11月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 404,985

受取手形 39,756

売掛金 442,108

有価証券 359,849

商品 400,537

繰延税金資産 7,307

その他 74,947

貸倒引当金 △86

流動資産合計 1,729,405

固定資産  

有形固定資産  

建物 5,804

減価償却累計額 △4,466

建物（純額） 1,338

機械及び装置 24,738

減価償却累計額 △16,987

機械及び装置（純額） 7,750

工具、器具及び備品 31,580

減価償却累計額 △23,959

工具、器具及び備品（純額） 7,621

リース資産 4,960

減価償却累計額 △330

リース資産（純額） 4,629

有形固定資産合計 21,339

無形固定資産  

のれん 7,754

その他 16,719

無形固定資産合計 24,474

投資その他の資産  

投資有価証券 55,967

繰延税金資産 65,303

その他 46,363

投資その他の資産合計 167,634

固定資産合計 213,448

資産合計 1,942,853
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(単位：千円)

当連結会計年度 
(平成21年11月30日) 

負債の部  

流動負債  

買掛金 255,185

1年内返済予定の長期借入金 25,030

リース債務 924

未払法人税等 26,626

その他 57,024

流動負債合計 364,790

固定負債  

リース債務 3,736

退職給付引当金 2,134

役員退職慰労引当金 150,829

固定負債合計 156,699

負債合計 521,489

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 1,230,810

自己株式 △23,848

株主資本合計 1,426,778

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △3,546

繰延ヘッジ損益 △1,867

評価・換算差額等合計 △5,414

純資産合計 1,421,363

負債純資産合計 1,942,853
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(2) 連結損益計算書 

(単位：千円)

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 1,790,272

売上原価 1,237,096

売上総利益 553,175

販売費及び一般管理費 ※１  523,352

営業利益 29,823

営業外収益  

受取利息 4,600

受取配当金 487

投資有価証券売却益 7,091

保険返戻金 52,164

その他 55

営業外収益合計 64,399

営業外費用  

支払利息 1,171

為替差損 42,762

その他 266

営業外費用合計 44,200

経常利益 50,022

特別利益  

固定資産売却益 ※２  877

投資有価証券売却益 2,093

特別利益合計 2,971

税金等調整前当期純利益 52,993

法人税、住民税及び事業税 26,365

法人税等調整額 △2,438

法人税等合計 23,927

当期純利益 29,065
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

株主資本  

資本金  

前期末残高 100,210

当期末残高 100,210

資本剰余金  

前期末残高 119,606

当期末残高 119,606

利益剰余金  

前期末残高 1,248,065

当期変動額  

剰余金の配当 △46,320

当期純利益 29,065

当期変動額合計 △17,254

当期末残高 1,230,810

自己株式  

前期末残高 －

当期変動額  

自己株式の取得 △23,848

当期変動額合計 △23,848

当期末残高 △23,848

株主資本合計  

前期末残高 1,467,881

当期変動額  

剰余金の配当 △46,320

当期純利益 29,065

自己株式の取得 △23,848

当期変動額合計 △41,102

当期末残高 1,426,778

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金  

前期末残高 1,630

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,177

当期変動額合計 △5,177

当期末残高 △3,546

繰延ヘッジ損益  

前期末残高 △29,716

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 27,849

当期変動額合計 27,849

当期末残高 △1,867
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(単位：千円)

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

評価・換算差額等合計  

前期末残高 △28,086

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 22,672

当期変動額合計 22,672

当期末残高 △5,414

純資産合計  

前期末残高 1,439,794

当期変動額  

剰余金の配当 △46,320

当期純利益 29,065

自己株式の取得 △23,848

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 22,672

当期変動額合計 △18,430

当期末残高 1,421,363
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 52,993

減価償却費 13,172

のれん償却額 861

貸倒引当金の増減額（△は減少） △31

受取利息及び受取配当金 △5,087

支払利息 1,171

為替差損益（△は益） 540

売上債権の増減額（△は増加） 694,713

たな卸資産の増減額（△は増加） △156,923

仕入債務の増減額（△は減少） △328,957

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,026

退職給付引当金の増減額（△は減少） 138

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △9,185

固定資産売却損益（△は益） △877

保険返戻金 △52,164

未払金の増減額（△は減少） △57,014

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,005

その他の資産の増減額（△は増加） 71,027

その他の負債の増減額（△は減少） △48,089

小計 180,310

利息及び配当金の受取額 4,593

利息の支払額 △1,050

法人税等の支払額 △113,774

営業活動によるキャッシュ・フロー 70,079

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 △159,950

有価証券の売却による収入 100,000

有形固定資産の売却による収入 1,596

投資有価証券の取得による支出 △64,588

投資有価証券の売却による収入 72,253

貸付金の回収による収入 894

無形固定資産の取得による支出 △7,410

信託受益権の取得による支出 △100,000

信託受益権の償還による収入 100,000

保険積立金の解約による収入 89,986

敷金の差入による支出 △4,311

敷金の回収による収入 970

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

※２  131,222

投資活動によるキャッシュ・フロー 160,664
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(単位：千円)

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △105,830

自己株式の取得による支出 △23,848

配当金の支払額 △46,064

リース債務の返済による支出 △299

財務活動によるキャッシュ・フロー △176,042

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,186

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 45,513

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期末残高 ※１  704,874
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該当事項はありません。 

  

  

(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当連結会計年度

(自 平成20年12月１日
 至 平成21年11月30日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 １社
   株式会社コムテック
   当連結会計年度より、新たに取
  得した株式会社コムテックを連結
  の範囲に含めております。
(2) 非連結子会社の名称等
   該当事項はありません。

２ 持分法の適用に関する事

項

該当事項はありません。

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と
一致しております。

４ 会計処理基準に関する事

項

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

有価証券
①満期保有目的の債券
 償却原価法（定額法）によっており
ます。
②その他有価証券
 時価のあるもの
  期末日の市場価格等に基づく時価
 法(評価差額は全部純資産直入法に 
 より処理し、売却原価は移動平均法 
 により算定)を採用しております。
 時価のないもの
  移動平均法による原価法を採用し
 ております。
デリバティブ
  時価法を採用しております。
 たな卸資産
商品
 機械装置
  個別法による原価法（収益性の低
 下による簿価切下げの方法）を採用 
 しております。
 部品等
  主として移動平均法による原価法
 （収益性の低下による簿価切下げの 
 方法）を採用しております。
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項目
当連結会計年度

(自 平成20年12月１日
 至 平成21年11月30日)

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

 

①有形固定資産（リース資産を除く）
 定額法を採用しております。
 なお、主な耐用年数は以下のとおり
であります。

建物 ３～39年

機械及び装置 ２～７年

工具、器具
及び備品

４～５年

②無形固定資産（リース資産を除く）
 定額法を採用しております。
 なお、自社利用のソフトウエアにつ
いては、社内における利用可能期間(５
年)に基づいております。
③リース資産
 所有権移転外ファイナンス・リース
取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価
額をゼロとする定額法によっておりま
す。
 なお、リース取引開始日が平成20年
３月31日以前の所有権移転外ファイナ
ンス・リース取引については、通常の
賃貸借取引にかかる方法に準じた会計
処理を引き続き採用しております。

 (3) 重要な引当金の計上基

準

①貸倒引当金
 債権の貸倒れによる損失に備えるた
め、一般債権については貸倒実績率に
より、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を勘案し、回
収不能見込額を計上しております。

②退職給付引当金

 親会社は、従業員の退職給付に備え
るため、当連結会計年度末における退
職給付債務見込額及び年金資産の見込
額に基づき計上しております。
③役員退職慰労引当金
 親会社は、役員の退職慰労金の支出
に備えるため、「役員退職慰労金規
程」に基づく期末要支給額を計上して
おります。

 (4) 重要なヘッジ会計の方

法

①ヘッジ会計の方法
 繰延ヘッジ処理を採用しておりま
す。為替予約については、ヘッジ会計
の要件を満たしている場合は振当処理
を採用しております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・・為替予約
ヘッジ対象・・・買掛金
③ヘッジ方針
 為替に係る相場変動リスクを回避す
る目的で、実需の範囲内で対象取引の
ヘッジを行っております。
④ヘッジの有効性の評価の方法
 為替予約取引は振当処理を行ってい
るため、有効性の判定を省略しており
ます。
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項目
当連結会計年度

(自 平成20年12月１日
 至 平成21年11月30日)

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法
は、全面時価評価法によっておりま
す。

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

のれんは、５年間で均等償却しており
ます。

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 手許現金、随時引き出し可能な預金
及び容易に換金可能であり、かつ、価
値の変動について僅少なリスクしか負
わない取得日から３か月以内に償還期
限の到来する短期投資からなっており
ます。

８ その他連結財務諸表作成

のための基本となる重要

な事項

消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は、税抜方式に
よっております。
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当連結会計年度（自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 平成21年２月26日付取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加 200株 

(7) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

当連結会計年度

(平成21年11月30日)
当座貸越契約

 当社は、運転資金の機動的な調達を行うために、複
数の金融機関と当座貸越契約を締結しております。当
連結会計年度末における未実行残高等は、以下の通り
であります。

当座貸越極度額 240,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 240,000千円

(連結損益計算書関係)

当連結会計年度

(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金
 額は次のとおりであります。

役員報酬 67,866千円

給与手当 153,426千円

賞与 22,273千円

退職給付費用 4,344千円

法定福利費 28,661千円

家賃 27,085千円

広告宣伝費 14,723千円

旅費交通費 22,379千円

保険料 42,197千円

減価償却費 13,172千円

発送運賃 16,558千円

役員退職慰労引当金繰入額 14,026千円

業務委託費 7,182千円

報酬等 17,883千円

※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりでありま
 す。

 機械及び装置              877千円

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類
前連結会計年度末

（株）

増加

（株）

減少

（株）

当連結会計年度末

（株）

 普通株式 11,580 － － 11,580

株式の種類
前連結会計年度末

（株）

増加

（株）

減少

（株）

当連結会計年度末

（株）

 普通株式 － 200 － 200
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３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

  

  

 
  

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)

１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成21年２月26日
定時株主総会

普通株式 46,320 4,000.00 平成20年11月30日 平成21年２月27日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年２月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 45,520 4,000.00 平成21年11月30日 平成22年２月26日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当連結会計年度

(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照
   表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年11月30日現在）

 

 

現金及び預金 404,985千円

有価証券 299,888千円

現金及び現金同等物 704,874千円

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会
   社の資産及び負債の内訳
   株式の取得により新たに連結したこと伴う連結
   開始時の資産及び負債の内訳並びに株式取得価 
   額と取得による収入（純額）との関係は次のと 
   おりであります。
   株式会社コムテック

流動資産 267,093千円

固定資産 6,535千円

流動負債 △150,177千円

固定負債 △68,678千円

のれん 8,616千円

株式の取得価額 63,390千円

現金及び現金同等物 △194,612千円

差引：株式取得による収入 △131,222千円
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当連結会計年度（自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30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おります。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 半導体装置事業…………ワイヤボンダー、搬送装置、検査装置、消耗品等 

(2) 電子材料・機器事業……接着剤、消耗品、ボンドテスター、温度モニターシステム、ダイボンダー、 

             プラズマ処理装置、ヒートシールコネクター、偏光板 

(3) マリン・環境機器事業…救命艇、振動膜式フィルター等 

(4) その他の事業……………半導体基板等の洗浄に用いる液体等 

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（88,578千円）の主なものは、親会社

  の管理グループ等の管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（859,616千円）の主なものは、親会社での余資運 

  用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

  

当連結会計年度（自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30日） 

本邦以外の国または地域に所在する在外子会社または在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 

  

当連結会計年度（自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30日） 

 
    (注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア…中国、台湾、韓国、シンガポール 

(2) 北米……アメリカ 

(3) 欧州……ドイツ、スペイン、フィンランド、フランス、スイス 

(4) 南米……ブラジル 

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ります。 

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

半導体装置
事業 
(千円)

電子材料・
機器事業 
(千円)

マリン・環
境機器事業
(千円)

その他の事
業 

(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

 売上高

 (1)外部顧客に対する売上高 784,784 432,364 545,459 27,663 1,790,272 － 1,790,272

 (2)セグメント間の内部売上高 
     又は振替高

－ － － － － － －

計 784,784 432,364 545,459 27,663 1,790,272 － 1,790,272

 営業費用 659,807 459,513 528,926 23,622 1,671,870 88,578 1,760,448

 営業利益又は営業損失（△） 124,976 △27,148 16,532 4,040 118,402 (88,578) 29,823

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的 
  支出

 資産 679,955 222,013 176,670 4,596 1,083,236 859,616 1,942,853

 減価償却費 4,656 5,257 2,001 204 12,120 1,052 13,172

 資本的支出 10,865 1,312 1,168 82 13,429 1,440 14,870

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高

アジア 北米 欧州 南米 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 162,563 50,738 58,644 8,508 280,454

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 1,790,272

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の 
  割合（％）

9.1 2.8 3.3 0.5 15.7
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該当事項はありません。 

  

(リース取引関係)

当連結会計年度

(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日)

ファイナンス・リース取引（借主側）
① リース資産の内容  
   半導体装置事業における検査装置（機械及び装 
  置）であります。  
② リース資産の減価償却の方法  
   リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロと 
  する定額法によっております。  
   なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以 
  前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ 
  いては、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた 
  会計処理を引き続き採用しております。

(関連当事者情報)

当連結会計年度（自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30日）
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(税効果会計関係)

当連結会計年度

(平成21年11月30日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳

（千円）

繰延税金資産

  未払事業税 2,212

  為替予約 1,281

  貸倒引当金 35

  商品評価損 3,252

  減価償却超過額 952

  退職給付引当金 868

  役員退職慰労引当金 61,372

  未払賞与の社会保険料 526

  その他有価証券評価差額 2,433

 繰延税金資産合計 72,934

繰延税金負債

  特別償却積立金 △323

 繰延税金負債合計 △323

繰延税金資産の純額 72,610

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

   
法定実効税率 40.69％

（調整）

 交際費等永久に損金に 
 算入されない項目

0.21％

 住民税均等割 1.09％

 のれん償却額 0.66％

 欠損子会社の未認識 
 税務利益

2.80％

 その他 △0.30％

 小計 4.46％

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率

45.15％
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

 
  

該当事項はありません。 

  

 
  

 
  

該当事項はありません。 

  

(有価証券関係)

当連結会計年度（平成21年11月30日）

１ 売買目的有価証券

２ 満期保有目的の債券で時価のあるもの

３ その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価

(千円)

連結貸借対照表
計上額

(千円)

差額

(千円)

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの

(1)株式 22,857 19,545 △3,312

(2)その他 30,410 27,742 △2,668

小計 53,267 47,287 △5,980

合計 53,267 47,287 △5,980

４ 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30日)

５ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30日）

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

72,253 10,553 1,368

６ 時価評価されていない有価証券

区 分 連結貸借対照表計上額(千円)

(1) 満期保有目的の債券

 コマーシャル・ペーパー 299,888

 非上場外国債券 59,960

合計 359,849

(2) その他有価証券

 非上場外国投資信託 8,680

合計 8,680

７ 当連結会計年度中の保有目的の変更（自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30日）
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当連結会計年度末(平成21年11月30日) 

 該当事項はありません。 

 なお、為替予約取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので、注記の 

 対象から除外しております。 

  

８ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額

１年以内

(千円)

１年超５年以内

(千円)

５年超10年以内

(千円)

10年超

(千円)

満期保有目的の債券

 コマーシャル・ 
ペーパー

309,849 － － －

 社債 50,000 － － －

合計 359,849 － － －

(デリバティブ取引関係)

１ 取引の状況に関する事項

当連結会計年度

(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日)

(1) 取引の内容
 利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引で
あります。
(2) 取引に対する取組方針
 デリバティブ取引は、外貨建取引の成約高の範囲内
で行っております。為替相場の変動によるリスク回避
を目的としており、投機的な取引は行わない方針であ
ります。
(3) 取引の利用目的
 デリバティブ取引は外貨建の仕入における為替変動
リスクを回避する目的で利用しております。
(4) 取引に係るリスクの内容
 デリバティブ取引は、為替相場の変動によるリスク
を有しております。なお、取引の契約先は信用度の高
い国内の金融機関であり、相手方の契約不履行による
リスクはほとんどないと判断しております。
(5) 取引に係るリスク管理体制
 デリバティブ取引については、取締役会で承認され
た市場リスク管理施策規程に基づき、代表取締役が取
引を執行し、事務管理は管理グループが行っておりま
す。
(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明
 契約額等は、あくまでも名目的な契約額であり、デ
リバティブ取引に係る市場リスクの大きさを示すもの
ではありません。

２ 取引の時価等に関する事項
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親会社は、所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」に加入しており、この積立金を年

金資産として勤続年数に応じて月額定額掛金を設定し、拠出しております。 

  

従業員数が300人未満であり、簡便法を適用しております。期末自己都合要支給額を退職給付債務と

しております。 

 
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

(退職給付関係)

当連結会計年度（自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30日）

１ 採用している退職給付制度の概要

２ 退職給付債務に関する事項

退職給付債務 51,147千円

年金資産 △49,012千円

退職給付引当金 2,134千円

３ 退職給付費用に関する事項

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(ストック・オプション等関係)
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当連結会計年度（自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30日）  

（パーチェス法の適用）  

１ 被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的

形式、結合後企業の名称及び取得した議決権比率  

 (1) 被取得企業の名称  

    株式会社コムテック  

 (2) 被取得企業の事業の内容  

    液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイのパネルの製造に係る材料、製造設備及 

        び測定器の仕入、輸出  

 (3) 企業結合を行った主な理由  

    当社といたしましては、株式会社コムテックを子会社化することで、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、当社の取り扱い商品を多様化させ 

   ることを期待しております。  

 (4) 企業結合日  

    平成21年５月26日  

 (5) 企業結合の法的形式  

    株式取得  

 (6) 結合後企業の名称  

    株式会社コムテック  

 (7) 取得した議決権比率  

    100.0％  

  

２ 連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間  

   平成21年６月１日から平成21年11月30日まで  

  

３ 被取得企業の取得原価及びその内訳  

   取得対価  

    現金                  55,000千円  

   取得に直接要した支出額  

    デューデリジェンス費用等         8,390千円  

   取得原価                 63,390千円  

  

 

  

 

  

 

  

(企業結合等関係)
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４ 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間  

  (1) のれんの金額  

     8,616千円  

  (2) 発生原因  

     今後の事業展開により期待される将来の超過収益力から発生したものです。  

  (3) 償却方法及び償却期間  

     ５年間で均等償却 

  

５ 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

  (1) 資産の額 

     流動資産 267,093千円  

     固定資産   6,535千円 

     合計   273,628千円  

    (2) 負債の額 

     流動負債 150,177千円 

     固定負債  68,678千円 

          合計   218,855千円 

  

６ 企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結 

損益計算書に及ぼす影響の概算額  

    売上高            214,317千円  

    経常損失            27,389千円  

    当期純損失           29,512千円  

   （注）概算額の算定方法及び前提条件  

     影響の概算額については、監査証明を受けておりません。 
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益 

 
  

 該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

当連結会計年度

(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日)

 

 

１株当たり純資産額 124,900円14銭

１株当たり当期純利益 2,542円13銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい
ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。

当連結会計年度

(平成21年11月30日)

純資産の部の合計額（千円） 1,421,363

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） －

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 1,421,363

期末の普通株式の数（株） 11,380

当連結会計年度

(自 平成20年12月１日
 至 平成21年11月30日)

当期純利益（千円） 29,065

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る当期純利益（千円） 29,065

普通株式の期中平均株式数（株） 11,433

(重要な後発事象)
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5. 個別財務諸表 
(1) 貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年11月30日) 

当事業年度 
(平成21年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 655,325 352,319

受取手形 ※１  301,603 39,357

売掛金 843,534 392,516

有価証券 － 359,849

商品 234,867 391,294

前渡金 － 25,618

前払費用 48,549 35,449

繰延税金資産 30,357 7,307

従業員に対する短期貸付金 894 265

その他 4,976 1,327

貸倒引当金 △117 △86

流動資産合計 2,119,991 1,605,220

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,804 5,804

減価償却累計額 △4,324 △4,466

建物（純額） 1,480 1,338

機械及び装置 24,750 24,738

減価償却累計額 △15,471 △16,987

機械及び装置（純額） 9,279 7,750

工具、器具及び備品 31,821 31,580

減価償却累計額 △19,550 △23,959

工具、器具及び備品（純額） 12,270 7,621

リース資産 － 4,960

減価償却累計額 － △330

リース資産（純額） － 4,629

有形固定資産合計 23,031 21,339

無形固定資産   

ソフトウエア 9,360 12,211

施設利用権 3,975 3,975

電話加入権 314 314

無形固定資産合計 13,649 16,501

投資その他の資産   

投資有価証券 63,709 55,967

関係会社株式 － 63,390

保険積立金 57,099 19,277

従業員に対する長期貸付金 265 －

長期前払費用 912 844

繰延税金資産 55,369 65,303

差入保証金 19,253 22,594

投資その他の資産合計 196,609 227,377

固定資産合計 233,290 265,218

資産合計 2,353,282 1,870,438
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年11月30日) 

当事業年度 
(平成21年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 520,893 219,099

リース債務 － 924

未払金 65,166 22,125

未払費用 7,963 10,973

未払法人税等 113,698 26,626

未払消費税等 10,005 －

前受金 29 －

預り金 6,219 4,072

為替予約 50,104 3,148

その他 610 865

流動負債合計 774,690 287,836

固定負債   

リース債務 － 3,736

退職給付引当金 1,995 2,134

役員退職慰労引当金 136,802 150,829

固定負債合計 138,797 156,699

負債合計 913,487 444,535

純資産の部   

株主資本   

資本金 100,210 100,210

資本剰余金   

資本準備金 75,210 75,210

その他資本剰余金 44,396 44,396

資本剰余金合計 119,606 119,606

利益剰余金   

利益準備金 6,250 6,250

その他利益剰余金   

特別償却積立金 1,914 471

別途積立金 550,000 550,000

繰越利益剰余金 689,900 678,628

利益剰余金合計 1,248,065 1,235,349

自己株式 － △23,848

株主資本合計 1,467,881 1,431,317

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,630 △3,546

繰延ヘッジ損益 △29,716 △1,867

評価・換算差額等合計 △28,086 △5,414

純資産合計 1,439,794 1,425,902

負債純資産合計 2,353,282 1,870,438
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(2) 損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 3,311,690 1,530,036

売上原価   

商品期首たな卸高 154,718 234,867

当期商品仕入高 2,440,137 1,175,146

合計 2,594,855 1,410,013

他勘定振替高 8,036 4,937

商品期末たな卸高 238,120 399,347

商品評価損 3,252 8,052

商品売上原価 2,351,951 1,013,781

売上総利益 959,738 516,254

販売費及び一般管理費 ※１  608,318 ※１  482,887

営業利益 351,420 33,366

営業外収益   

受取利息 2,447 1,047

有価証券利息 － 3,517

受取配当金 3,397 487

投資有価証券売却益 － 7,091

保険返戻金 30,002 52,164

為替差益 6,793 －

仕入割引 6 －

その他 1 1

営業外収益合計 42,648 64,309

営業外費用   

支払利息 185 175

支払手数料 － 231

為替差損 － 42,743

その他 298 －

営業外費用合計 483 43,150

経常利益 393,585 54,526

特別利益   

固定資産売却益 － ※２  877

投資有価証券売却益 － 2,093

特別利益合計 － 2,971

特別損失   

投資有価証券評価損 2,541 －

特別損失合計 2,541 －

税引前当期純利益 391,044 57,497

法人税、住民税及び事業税 178,633 26,331

法人税等調整額 △10,162 △2,438

法人税等合計 168,470 23,892

当期純利益 222,573 33,604
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(3) 株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 100,210 100,210

当期末残高 100,210 100,210

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 75,210 75,210

当期末残高 75,210 75,210

その他資本剰余金   

前期末残高 44,396 44,396

当期末残高 44,396 44,396

資本剰余金合計   

前期末残高 119,606 119,606

当期末残高 119,606 119,606

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 6,250 6,250

当期末残高 6,250 6,250

その他利益剰余金   

特別償却積立金   

前期末残高 2,716 1,914

当期変動額   

特別償却積立金の取崩 △801 △1,443

当期変動額合計 △801 △1,443

当期末残高 1,914 471

別途積立金   

前期末残高 550,000 550,000

当期末残高 550,000 550,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 501,264 689,900

当期変動額   

剰余金の配当 △34,740 △46,320

特別償却積立金の取崩 801 1,443

当期純利益 222,573 33,604

当期変動額合計 188,635 △11,272

当期末残高 689,900 678,628

利益剰余金合計   

前期末残高 1,060,231 1,248,065

当期変動額   

剰余金の配当 △34,740 △46,320

当期純利益 222,573 33,604

当期変動額合計 187,833 △12,715

当期末残高 1,248,065 1,235,349
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

自己株式   

前期末残高 － －

当期変動額   

自己株式の取得 － △23,848

当期変動額合計 － △23,848

当期末残高 － △23,848

株主資本合計   

前期末残高 1,280,047 1,467,881

当期変動額   

剰余金の配当 △34,740 △46,320

当期純利益 222,573 33,604

自己株式の取得 － △23,848

当期変動額合計 187,833 △36,564

当期末残高 1,467,881 1,431,317

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,393 1,630

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △763 △5,177

当期変動額合計 △763 △5,177

当期末残高 1,630 △3,546

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 734 △29,716

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30,451 27,849

当期変動額合計 △30,451 27,849

当期末残高 △29,716 △1,867

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,128 △28,086

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △31,215 22,672

当期変動額合計 △31,215 22,672

当期末残高 △28,086 △5,414

純資産合計   

前期末残高 1,283,176 1,439,794

当期変動額   

剰余金の配当 △34,740 △46,320

当期純利益 222,573 33,604

自己株式の取得 － △23,848

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △31,215 22,672

当期変動額合計 156,618 △13,892

当期末残高 1,439,794 1,425,902

テクノアルファ(株)　平成21年11月期決算短信

37



(4) キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前当期純利益 391,044

減価償却費 10,992

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,995

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,927

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12

受取利息及び受取配当金 △5,844

支払利息 185

為替差損益（△は益） 4,467

保険返戻金 △30,002

投資有価証券評価損益（△は益） 2,541

売上債権の増減額（△は増加） △91,721

たな卸資産の増減額（△は増加） △80,149

その他の資産の増減額（△は増加） 2,797

仕入債務の増減額（△は減少） △170,022

未払金の増減額（△は減少） 3,661

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,305

その他の負債の増減額（△は減少） 9,151

小計 66,340

利息及び配当金の受取額 5,844

利息の支払額 △185

法人税等の支払額 △141,113

営業活動によるキャッシュ・フロー △69,113

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 △5,009

無形固定資産の取得による支出 △6,780

投資有価証券の取得による支出 △20,445

差入保証金の差入による支出 △970

貸付金の回収による収入 1,025

保険積立金の積立による支出 △177

保険積立金の解約による収入 39,902

投資活動によるキャッシュ・フロー 7,545

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △34,740

財務活動によるキャッシュ・フロー △34,740

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,561

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △97,869

現金及び現金同等物の期首残高 757,229

現金及び現金同等物の期末残高 ※  659,360
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該当事項はありません。 

  

  

(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

(6) 重要な会計方針

項目
前事業年度

(自 平成19年12月１日
 至 平成20年11月30日)

当事業年度

(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

－

－
 
  
 

その他有価証券

 時価のあるもの

   期末日の市場価格等に基づく 

 時価法(評価差額は全部純資産直 

 入法により処理し、売却原価は 

 移動平均法より算定)を採用して 

 おります。

 時価のないもの

   移動平均法による原価法を採 

 用しております。

満期保有目的の債券

  償却原価法（定額法）によってお

ります。

子会社株式及び関連会社株式

  移動平均法による原価法によって

おります。

その他有価証券

 時価のあるもの
同左

 時価のないもの
同左

２ デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

 時価法を採用しております。

デリバティブ

同左

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品

 機械装置

   個別法による原価法を採用し 

  ております。

 部品等

   移動平均法による原価法を採 

  用しております。

商品

 機械装置
  個別法による原価法（収益性の

  低下による簿価切下げの方法）を 
  採用しております。

 部品等
  移動平均法による原価法（収益

  性の低下による簿価切下げの方 
  法）を採用しております。
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項目
前事業年度

(自 平成19年12月１日
 至 平成20年11月30日)

当事業年度

(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日)

４ 固定資産の減価償却の方

法

 

(1) 有形固定資産

  定額法を採用しております。

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。
建物 ３～39年

機械及び装置 ２～７年

工具器具備品 ４～５年

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

同左

(2) 無形固定資産

  定額法を採用しております。

  なお、自社利用のソフトウエアに

ついては、社内における利用可能期

間(５年)に基づいております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

同左

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額をゼロとする定額法によっておりま

す。

 なお、リース取引開始日が平成20年

３月31日以前の所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引にかかる方法に準じた会計

処理を引き続き採用しております。
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項目
前事業年度

(自 平成19年12月１日
 至 平成20年11月30日)

当事業年度

(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日)

５ 外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直

物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しておりま

す。

同左

６ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

見込額及び年金資産の見込額に基づ

き計上しております。

(2) 退職給付引当金

同左

(3) 役員退職慰労引当金

  当社は役員の退職慰労金の支出に

備えるため、「役員退職慰労金規

程」に基づく期末要支給額を計上し

ております。

(3) 役員退職慰労引当金

同左

７ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

－

８ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

   繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。為替予約については、ヘッ

ジ会計の要件を満たしている場合

は振当処理を採用しております。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

   ヘッジ手段…為替予約

   ヘッジ対象…買掛金

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3) ヘッジ方針

   為替に係る相場変動リスクを回

避する目的で、実需の範囲内で対

象取引のヘッジを行っておりま

す。

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジの有効性評価の方法

   為替予約取引は振当処理を行っ

ているため、有効性の判定を省略

しております。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

同左

９ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

 手許現金、随時引き出し可能な預金
及び容易に換金可能であり、かつ、価
値の変動について僅少なリスクしか負
わない取得日から３か月以内に償還期
限の到来する短期投資からなっており
ます。

－

10 その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

  消費税等の会計処理は、税抜方式
 によっております。

消費税等の会計処理

同左
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(7) 重要な会計方針の変更

前事業年度

(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日)

当事業年度

(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日)

－ （棚卸資産の評価に関する会計基準の適用）
当事業年度より、「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、これによる損益及びセグメント情報に与える
影響はありません。
（リース取引に関する会計基準の適用）

当事業年度より新たな取引が発生したことに伴い、
平成19年３月30日改正の「リース取引に関する会計基
準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第13号）及
び「リース取引に関する会計基準の適用指針（企業会
計基準委員会 企業会計基準適用指針第16号）を早期
に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引に
ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計
処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理
に変更し、リース資産として計上しております。

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間
を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっ
ております。

なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理を引
き続き採用しております。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当事
業年度のリース資産が有形固定資産に4,960千円計上さ
れますが、損益に与える影響は軽微であります。

 表示方法の変更

前事業年度

(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日)

当事業年度

(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日)

－  前事業年度において、売上原価に表示しておりました

「商品たな卸減耗損」、営業外収益に表示しておりまし

た「投資信託収益分配金」は、金融庁の標準タクソノミ

を適用し、当事業年度よりそれぞれ「商品評価損」、

「受取配当金」で表示しております。 

 なお、前事業年度の「商品たな卸減耗損」は、301千

円、「投資信託分配金」は、3,346千円であります。

 追加情報

前事業年度

(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日)

当事業年度

(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日)

 (減価償却の方法）  

 法人税法改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得し

た資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により取得価額の５％に到達した事業年度

の翌事業年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。  

 なお、当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であり

ます。

－
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(8) 個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度

(平成20年11月30日)

当事業年度

(平成21年11月30日)

※１ 事業年度末日満期手形の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理しております。 

 なお、当事業年度末日は金融機関の休日であっ

たため、次の事業年度末満期手形が事業年度末残

高に含まれております。

   受取手形             18,692千円

※１          －

 

 ２ 受取手形裏書譲渡高

受取手形裏書譲渡高 22,349千円

 

 ２          －

 

 ３ 当座貸越契約

 当社は、運転資金の機動的な調達を行うために、複数

の金融機関と当座貸越契約を締結しております。当事業

年度末における未実行残高等は、以下の通りでありま

す。

当座貸越極度額 240,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 240,000千円
 

 ３ 当座貸越契約

 当社は、運転資金の機動的な調達を行うために、複

数の金融機関と当座貸越契約を締結しております。当

事業年度末における未実行残高等は、以下の通りであ

ります。

当座貸越極度額 240,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 240,000千円

 ４          －  ４ 偶発債務

 下記の子会社の金融機関からの借入金に対して、次

の通り債務保証を行っております。

   （株）コムテック       25,030千円
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(損益計算書関係)

前事業年度

(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日)

当事業年度

(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日)

 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は6.5％で

あり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

93.5％であります。 

  主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 57,997千円

給与手当 147,948千円

賞与 54,717千円

退職給付費用 7,670千円

法定福利費 29,276千円

家賃 27,483千円

広告宣伝費 13,630千円

旅費交通費 38,710千円

保険料 52,523千円

減価償却費 10,919千円

発送運賃 23,734千円

役員退職慰労引当金繰入額 11,927千円

業務委託費 13,257千円

報酬等 18,735千円

 

※２          －

 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は5.6％で

あり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

94.4％であります。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 66,066千円

給与手当 143,943千円

賞与 19,316千円

退職給付費用 4,344千円

法定福利費 26,758千円

家賃 25,433千円

広告宣伝費 14,633千円

旅費交通費 20,164千円

保険料 42,127千円

減価償却費 12,892千円

発送運賃 11,320千円

役員退職慰労引当金繰入額 14,026千円

業務委託費 7,182千円

報酬等 16,235千円

 

※２ 固定資産売却益の内容は以下のとおりでありま
  す。
   機械及び装置           877千円
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１ 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

  

２ 発行済株式に関する事項 

 
  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
(注) １株当たり配当額には、上場記念配当1,000円が含まれております。 

  

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度末後となるもの 

 
(注) １株当たり配当額には、創立20周年配当1,000円が含まれております。 

  

１ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 平成21年２月26日付取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加 200株 

  

  

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日）

株式の種類
前事業年度末

(株)

増加

(株)

減少

(株)

当事業年度末

(株)

 普通株式 11,580 － － 11,580

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)

１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成20年２月26日
定時株主総会

普通株式 34,740 3,000.00 平成19年11月30日 平成20年２月27日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年２月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 46,320 4,000.00 平成20年11月30日 平成21年２月27日

当事業年度（自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30日）

株式の種類
前事業年度末

(株)

増加

(株)

減少

(株)

当事業年度末

(株)

 普通株式 － 200 － 200

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度

(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日)

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて
いる科目の金額との関係

（平成20年11月30日現在）

 

現金及び預金 655,325千円

流動資産のその他に含まれる現金同等物 4,034千円

現金及び現金同等物 659,360千円
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(リース取引関係)

前事業年度

(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日)

当事業年度

(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも
の以外のファイナンス・リース取引（借主側）
   該当事項はありません。

ファイナンス・リース取引（借主側）
① リース資産の内容 
  半導体装置事業における検査装置(機械及び装置) 
 であります。  
② リース資産の減価償却の方法  
  リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとす 
 る定額法によっております。  
  なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前 
 の所有権移転外ファイナンス・リース取引について 
 は、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処 
 理を引き続き採用しております。
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前事業年度(平成20年11月30日現在) 

  

 
（注）表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額であります。なお、当事業年度末において減損 

   処理を行い、投資有価証券評価損2,541千円を計上しております。 

  

その他有価証券 
  

 
  

  

 
  

  該当事項はありません。 

  

当事業年度(平成21年11月30日現在) 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(有価証券関係)

１ その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
(千円)

貸借対照表計上額 
(千円)

差額
(千円)

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

(1) 株式 － － －

(2) その他 20,210 25,452 5,242

小計 20,210 25,452 5,242

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

(1) 株式 1,240 1,240 －

(2) その他 20,400 17,906 △2,493

小計 21,640 19,147 △2,493

合計 41,850 44,599 2,748

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容

貸借対照表計上額(千円)

非上場外国債券 19,110

３ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

１年以内 
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内 
(千円)

10年超
(千円)

① 債券

   その他 － － 19,110 －

② その他 － 43,358 － －

４ 事業年度中に売却したその他有価証券
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前事業年度(平成20年11月30日現在) 

 該当事項はありません。 

 なお、為替予約取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計が適用しておりますので、注記 

 の対象から除外しております。 

  

  

 
  

前事業年度(自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日) 

該当事項はありません。 

  

(デリバティブ取引関係)

１ 取引の状況に関する事項

前事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

(1) 取引の内容

  利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。

(2) 取引に対する取組方針

  デリバティブ取引は、外貨建取引の成約高の範囲内で行っております。為替相場の変動

によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。

(3) 取引の利用目的

  デリバティブ取引は外貨建の仕入における為替変動リスクを回避する目的で利用してお

ります。

(4) 取引に係るリスクの内容

  デリバティブ取引は、為替相場の変動によるリスクを有しております。なお、取引の契

約先は信用度の高い国内の金融機関であり、相手方の契約不履行によるリスクはほとんど

ないと判断しております。

(5) 取引に係るリスク管理体制

  デリバティブ取引については、取締役会で承認された市場リスク管理施策規程に基づ

き、代表取締役が取引を執行し、事務管理は管理グループが行っております。

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明

  契約額等は、あくまでも名目的な契約額であり、デリバティブ取引に係る市場リスクの

大きさを示すものではありません。

２ 取引の時価等に関する事項

(退職給付関係)

前事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

１ 採用している退職給付制度の概要

当社は、国の制度である中小企業退職金共済制度及び所得税法施行令第73条に定める「特

定退職金共済制度」に加入しており、この積立金を年金資産として勤続年数に応じて月額定

額掛金を設定し、拠出しております。

２ 退職給付債務に関する事項

従業員数が300人未満であり、簡便法を適用しております。期末自己都合要支給額を退職

給付債務としております。

 

退職給付債務 47,234千円

年金資産 45,239千円

退職給付引当金 1,995千円

退職給付費用 7,670千円

(ストック・オプション等関係)
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当事業年度（自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30日） 

連結財務諸表の注記事項（企業結合等関係）における記載内容と同一であるため、記載しておりませ

ん。 

  

(持分法損益等) 

前事業年度（自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日） 

当社は関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

(関連当事者との取引) 

前事業年度（自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日） 

該当事項はありません。 

(税効果会計関係)

前事業年度

(平成20年11月30日)

当事業年度

(平成21年11月30日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

(千円)

繰延税金資産

  未払事業税 8,721

  為替予約 20,387

  貸倒引当金 47

  商品評価損 1,201

  減価償却超過額 813

  退職給付引当金 812

  役員退職慰労引当金 55,664

 繰延税金資産合計 87,647

繰延税金負債

  特別償却積立金 △801

  その他有価証券評価差額 △1,118

 繰延税金負債合計 △1,920

繰延税金資産の純額 85,726

 
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

(千円)

繰延税金資産

 未払事業税 2,212

 為替予約 1,281

 貸倒引当金 35

 商品評価損 3,252

 減価償却超過額 952

 退職給付引当金 868

 役員退職慰労引当金 61,372

 未払賞与の社会保険料 526

 その他有価証券評価差額 2,433

繰延税金資産合計 72,934

繰延税金負債

 特別償却積立金 △323

繰延税金負債合計 △323

繰延税金資産の純額 72,610

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異

の原因となった主要な項目別の内訳

(％)

法定実効税率 40.69

（調整）

交際費等永久に損金に算入されな
い項目

0.11

役員賞与の損金不算入額 2.44

住民税均等割 0.06

その他 △0.22

税効果会計適用後の法人税等の負
担率

43.08

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との

間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注

記を省略しております。

(企業結合等関係)
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益 

 
  

  

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度

(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日)

当事業年度

(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日)

 

 

１株当たり純資産額 124,334円59銭

１株当たり当期純利益 19,220円52銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に
ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。

 

１株当たり純資産額 125,298円99銭

１株当たり当期純利益 2,939円11銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に
ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。

前事業年度

(平成20年11月30日)

当事業年度

(平成21年11月30日)

純資産の部の合計額（千円） 1,439,794 1,425,902

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － －

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 1,439,794 1,425,902

期末の普通株式の数（株） 11,580 11,380

前事業年度

(自 平成19年12月１日
 至 平成20年11月30日)

当事業年度

(自 平成20年12月１日
 至 平成21年11月30日)

当期純利益（千円） 222,573 33,604

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 222,573 33,604

普通株式の期中平均株式数（株） 11,580 11,433

(重要な後発事象)

前事業年度

(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日)

当事業年度

(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日)

－ －
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 ①代表者の異動 

    該当事項はありません。 

  ②その他の役員の異動（平成22年２月25日付予定） 

    退任予定取締役 

     取締役 楠目 常男  

 該当事項はありません。 

  

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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