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1.  平成22年11月期第1四半期の連結業績（平成21年12月1日～平成22年2月28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 ％

22年11月期第1四半期 5,979 15.8 7 ― 19 ― △48 ―
21年11月期第1四半期 5,163 ― △555 ― △591 ― △416 ―

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

22年11月期第1四半期 △2.18 ―
21年11月期第1四半期 △18.83 ―

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

22年11月期第1四半期 34,060 14,996 43.8 673.47
21年11月期 33,360 14,968 44.6 672.34

（参考） 自己資本   22年11月期第1四半期  14,905百万円 21年11月期  14,880百万円

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

21年11月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
22年11月期 ―
22年11月期 

（予想）
0.00 ― 4.00 4.00

3.  平成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）

（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

第2四半期 
連結累計期間

11,300 2.5 150 ― 150 ― 0 ― 0.00

通期 23,400 0.8 600 ― 500 ― 300 ― 13.55
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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） 

(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 
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。 
なお、上記予想に関する事項は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】3．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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） 22年11月期第1四半期 22,167,211株 21年11月期  22,167,211株
② 期末自己株式数 22年11月期第1四半期  34,330株 21年11月期  33,933株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年11月期第1四半期 22,132,945株 21年11月期第1四半期 22,133,356株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、平成21年10-12月期の年率換算でのGDPが前期比
3.8％増加し、景気二番底の懸念はやや薄らいだものの、設備投資の抑制や雇用情勢の悪化ならびに個人
消費の落ち込み等により、市況の低迷は依然として続いており、企業業績は総じて厳しい状況で推移いた
しました。  
  このような状況のもとで、当社グループは収益の拡大に向けた積極的な営業活動を展開いたしました結
果、当第１四半期連結会計期間の売上高は前年同期比15.8％増の5,979百万円となりました。  
 損益面につきましては、原価低減活動を推進し、生産効率の向上ならびに経費削減に努めました結果、
営業利益は７百万円、経常利益は19百万円となりましたが、法人税等の計上により、四半期純損失が48百
万円となりました。  
 事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。  

  

製紙製品分野につきましては、当社グループの主要な取引業界のひとつであります紙パルプ産業界で
は、紙・板紙とも、国内では引き続き需要の収縮による減産を余儀なくされ、操業の短縮、抄紙機の休止
等が実施されており、厳しい状況で推移いたしました。このような状況の中、国内外で引き続き高付加価
値製品拡販に注力いたしました結果、売上数量は前年同期比で増加いたしました。  
 工業製品分野では、平成21年度に実施いたしました、国内の販売体制をグループ会社であります関西金
網株式会社へ統合した効果もあり、国内の売上高は増加し、海外ではオーストラリア子会社の販売数量増
加、ならびに為替レートの影響もあり、前年同期比で売上高は増加いたしました。  
 水処理製品分野では、官公庁への受注活動は順調に推移いたしましたが、当第１四半期ではクロフター
等、民需大型物件の販売が低迷し、前年同期比で売上高は減少いたしました。  
 この結果、当セグメントの売上高は前年同期比17.7%増の4,147百万円となり、生産性向上や、より一層
のコスト削減に努めました結果、営業利益は前年同期比で100.8％増の249百万円となりました。  
  

ミクロ製品分野につきましては、フォトマスクユニットでは、主要な取引業界であります半導体業界で
前期より需要が回復し、ならびに同業界での新規顧客開拓、さらには新たな市場の開拓に注力いたしまし
た結果、第１四半期といたしましては、過去 高の売上を達成することができました。エレクトロソリュ
ーションユニットでは、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大型画面のプラズマテ
レビ販売の伸び悩みの影響を受け、出荷数量は減少し、前年同期比で売上高は減少いたしましたが、結果
として、ミクロ製品分野では、前年同期比で売上高は増加いたしました。  
 不動産賃貸分野では、賃貸物件が順調に稼働し、前年同期並の売上高を計上いたしました。  
この結果、当セグメントの売上高は前年同期比11.8%増の1,832百万円となり、コスト削減や生産性向上に
注力いたしました結果、営業利益18百万円を計上いたしました。 
  

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

（セグメント別の状況）

①織網・関連機器

②ミクロ製品等
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流動資産は、前連結会計年度末に比べて831百万円増加し、15,730百万円となりました。これは、主と
して現金及び預金が717百万円、受取手形及び売掛金が456百万円増加し、商品及び製品が121百万円、原
材料及び貯蔵品が201百万円減少したこと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130百万円減少し、18,330百万円となりました。  
 この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて700百万円増加し、34,060百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,009百万円増加し、11,061百万円となりました。これは、主
として支払手形及び買掛金が478百万円、短期借入金が354百万円増加したこと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336百万円減少し、8,002百万円となりました。これは、主とし
て長期借入金が308百万円減少したことなど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672百万円増加し、19,064百万円となりました。  

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて28百万円増加し、14,996百万円となりました。これは、主と
して剰余金の配当66百万円、四半期純損失48百万円および為替換算調整勘定が122百万円増加したことに
よるものであります。 

  

平成22年11月期の連結業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間、通期ともに平成22年１月14
日公表の業績予想から変更しておりません。 

  
  

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１四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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(資産）

（負債）

（純資産）

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
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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１四半期連結会計期間末
(平成22年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,502,946 2,785,534

受取手形及び売掛金 6,489,162 6,032,231

商品及び製品 3,394,287 3,516,117

仕掛品 651,233 649,204

原材料及び貯蔵品 1,383,682 1,584,697

その他 400,647 397,604

貸倒引当金 △91,884 △66,819

流動資産合計 15,730,075 14,898,569

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,075,761 6,103,387

機械装置及び運搬具（純額） 4,610,525 4,778,512

土地 3,403,555 3,397,164

その他（純額） 489,133 473,215

有形固定資産合計 14,578,975 14,752,281

無形固定資産   

のれん 722,021 719,756

その他 58,691 41,922

無形固定資産合計 780,712 761,678

投資その他の資産   

投資有価証券 1,821,588 1,755,496

その他 1,162,226 1,207,568

貸倒引当金 △12,597 △15,119

投資その他の資産合計 2,971,217 2,947,945

固定資産合計 18,330,906 18,461,905

資産合計 34,060,981 33,360,475
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,356,869 2,877,896

短期借入金 4,313,477 3,959,157

1年内返済予定の長期借入金 1,579,195 1,596,065

未払法人税等 103,427 60,566

賞与引当金 279,397 59,700

設備関係支払手形 165,344 88,220

その他 1,264,214 1,411,143

流動負債合計 11,061,925 10,052,750

固定負債   

長期借入金 4,765,620 5,074,035

退職給付引当金 80,652 93,604

役員退職慰労引当金 287,768 282,818

長期預り敷金保証金 1,880,788 1,921,174

その他 987,623 967,510

固定負債合計 8,002,452 8,339,142

負債合計 19,064,378 18,391,892

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 11,236,957 11,351,610

自己株式 △27,802 △27,731

株主資本合計 15,807,061 15,921,785

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,703 △13,004

繰延ヘッジ損益 △1,085 △465

為替換算調整勘定 △904,778 △1,027,360

評価・換算差額等合計 △901,160 △1,040,831

少数株主持分 90,701 87,627

純資産合計 14,996,602 14,968,582

負債純資産合計 34,060,981 33,360,475
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 (2) 四半期連結損益計算書 
   (第１四半期連結累計期間) 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 5,163,180 5,979,826

売上原価 4,093,042 4,275,219

売上総利益 1,070,138 1,704,606

販売費及び一般管理費 1,626,103 1,696,806

営業利益又は営業損失（△） △555,964 7,800

営業外収益   

受取利息 701 691

受取配当金 14,860 12,428

持分法による投資利益 － 32,856

その他 26,095 27,597

営業外収益合計 41,657 73,574

営業外費用   

支払利息 48,312 47,637

持分法による投資損失 17,081 －

その他 12,197 13,967

営業外費用合計 77,591 61,604

経常利益又は経常損失（△） △591,898 19,769

特別損失   

固定資産除却損 1,637 －

投資有価証券評価損 1,339 －

ゴルフ会員権評価損 14,360 －

特別損失合計 17,336 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△609,235 19,769

法人税等 △191,294 67,489

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,076 533

四半期純損失（△） △416,864 △48,253
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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)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年２月28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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△609,235 19,769

減価償却費 469,991 450,606

のれん償却額 9,878 11,210

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,829 △12,951

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,043 4,950

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,750 22,543

受取利息及び受取配当金 △15,561 △13,119

支払利息 48,312 47,637

持分法による投資損益（△は益） 17,081 △32,856

有形固定資産除却損 661 －

投資有価証券評価損益（△は益） 1,339 －

ゴルフ会員権評価損 14,360 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,212,637 △456,931

たな卸資産の増減額（△は増加） △159,391 320,815

仕入債務の増減額（△は減少） △1,024,811 478,973

未払消費税等の増減額（△は減少） 11,047 △66,268

その他 △17,759 165,145

小計 △30,824 939,524

利息及び配当金の受取額 16,065 13,263

利息の支払額 △43,995 △42,087

法人税等の支払額 △103,765 △17,295

営業活動によるキャッシュ・フロー △162,520 893,404

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 △35 △6,327

定期預金の払戻による収入 52,000 6,315

有形固定資産の取得による支出 △651,606 △75,949

無形固定資産の取得による支出 － △17,431

投資有価証券の取得による支出 △6,747 △2,434

長期預り敷金保証金の返還による支出 △40,206 △40,386

その他 5,855 10,019

投資活動によるキャッシュ・フロー △640,739 △126,193

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） 779,862 354,319

長期借入れによる収入 1,158,000 －

長期借入金の返済による支出 △339,496 △350,757

自己株式の取得による支出 △95 △71

配当金の支払額 △88,533 △66,399

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,509,736 △62,908

現金及び現金同等物に係る換算差額 △86,996 13,144

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 619,481 717,446

現金及び現金同等物の期首残高 2,594,634 2,779,172

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,214,116 3,496,618
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該当事項はありません。 
  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28日) 
  

 
(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。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年12月１日 至 平成22年２月28日) 
  

 
(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

【事業の種類別セグメント情報】

 織網・
関連機器 
(千円)

ミクロ製品等
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高及び営業損益

売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 3,524,658 1,638,522 5,163,180 ― 5,163,180

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

3 90 93 (93) ―

計 3,524,662 1,638,612 5,163,274 (93) 5,163,180

営業費用 3,400,567 1,988,770 5,389,337 329,807 5,179,145

営業利益又は営業損失（△） 124,094 △350,158 △226,063 (329,901) △555,964

 織網・
関連機器 
(千円)

ミクロ製品等
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高及び営業損益

売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 4,147,263 1,832,562 5,979,826 ― 5,979,826

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 4,147,263 1,832,562 5,979,826 ― 5,979,826

営業費用 3,898,120 1,814,436 5,712,557 259,469 5,972,026

営業利益 249,143 18,126 267,269 (259,469) 7,800

(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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