
平成22年11月期 第1四半期決算短信 

平成22年4月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 津田駒工業株式会社 上場取引所 東 
コード番号 6217 URL http://www.tsudakoma.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 菱沼 捷二
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員 経営企画部長 （氏名） 守部 太美雄 TEL 076-242-1111
四半期報告書提出予定日 平成22年4月14日
配当支払開始予定日 ―

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 5,079 68.4 △805 ― △826 ― △795 ―
21年11月期第1四半期 3,016 ― △1,728 ― △1,753 ― △1,694 ―

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 △12.44 ―
21年11月期第1四半期 △26.50 ―

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 37,346 17,451 44.2 258.06
21年11月期 37,321 18,326 46.4 271.08

（参考） 自己資本   22年11月期第1四半期  16,498百万円 21年11月期  17,330百万円

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 ― 0.00 0.00
22年11月期 ―
22年11月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

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

13,600 153.7 △1,000 ― △1,000 ― △1,000 ― △15.64

通期 31,200 133.1 △600 ― △600 ― △600 ― △9.38
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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） 

(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 
本資料に記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。 

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 68,075,552株 21年11月期  68,075,552株
② 期末自己株式数 22年11月期第1四半期  4,144,473株 21年11月期  4,143,304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 63,931,561株 21年11月期第1四半期 63,941,137株
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当第１四半期におけるわが国経済は、一部で回復の兆しが見られるものの、デフレ傾向に歯止めがかからず、また

円高や素材高騰など企業収益を圧迫する要因は解消されておりません。また、雇用情勢にも改善が見られず、厳しい

状況が続きました。こうした中で当企業グループは、受注確保に全力を注ぎました。  

 繊維機械事業は、中国国内での繊維製品需要の高まりからウォータジェットルームを中心に成約案件が増加してま

いりました。今後も回復傾向が続くと予想しておりますものの、一部に金融引締めに伴うL/C（信用状）開設の遅れな

ども散見されるため、引き続き市場動向を注視しなければなりません。この結果、当事業の受注高は4,768百万円（前

年同期比282.1％増加）、売上高は4,102百万円（同比204.1％増加）と前年同期比では大幅な増加となり 悪期は脱し

ましたものの、依然として低い水準で推移いたしました。このため、損益面では営業損失335百万円（前年同期営業損

失1,319百万円）の損失計上となりました。  

 工作用機器事業は、主要な販売先であります国内の工作機械業界や自動車業界に回復の兆しが見られず、引き続き

低調に推移いたしました。一方で、国内外の航空機関連業界や鉄道車両業界、重電関連業界などで設備投資の動きが

見られました。また、中国・インドなど新興国市場では設備投資意欲が強く、当社の得意とする大型NC円テーブルや

新製品のミーリングヘッドなど幅広い製品群をアピールし、販売拡大に注力いたしました。この結果、当事業の受注

高は845百万円（前年同期比35.9％増加）と前年同期比増加いたしました。しかし、売上高は728百万円（同比49.2％

減少）と前年同期比大幅な減少となり、損益面では営業損失387百万円（前年同期営業損失203百万円）の損失計上と

なりました。  

 その他の事業は、売上高248百万円（前年同期比7.1％増加）、営業損失83百万円（前年同期営業損失206百万円）で

あります。  

 この結果、全体では売上高は5,079百万円（前年同期比68.4％増加）と前年同期比増加いたしましたが、依然厳しい

水準であり生産調整を余儀なくされました。損益面では、総経費の圧縮を図っておりますものの営業損失は805百万円

（前年同期営業損失1,728百万円）となり、経常損失826百万円（同経常損失1,753百万円）、四半期純損失795百万円

（同四半期純損失1,694百万円）の損失計上となりました。  

  

当第１四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24百万円増加し37,346百万円となりました。主

な増減は、売上の増加に伴う債権の増加及び生産の増加に伴うたな卸資産の増加であります。負債は、前連結会計年

度末に比べ900百万円増加し19,894百万円となりました。主として、生産の増加による仕入債務の増加に伴うものであ

ります。純資産は、四半期純損失795百万円を計上したこと等から、前連結会計年度末に比べ875百万円減少し17,451

百万円となり、自己資本比率は44.2％となりました。 

  

(キャッシュ・フローの状況)  
当第１四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、仕入債務が増加したものの、税金等調

整前四半期純損失828百万円の計上やたな卸資産、売上債権の増加等により、マイナス1,147百万円（前年同期マイナ

ス1,589百万円）となりました。  

 当第１四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44百万円（前年同期マイナス783百万円）となりました。  

 当第１四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等により、

マイナス87百万円（前年同期プラス1,844百万円）となりました。  

 これらの結果、当第１四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、

1,280百万円減少し13,692百万円となりました。  

  

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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当第１四半期の業績につきましては、繊維機械事業の主要市場であります中国市場の回復が当初想定した状況で推

移しております。工作用機器事業では、工作機械業界の本格的な回復はまだ先と見ざるを得ませんが、新興国需要や

航空機産業など大型機械需要は堅調に推移することが期待されております。このため、現時点では業績予想に変更は

ありません。  

 しかしながら、堅調な経済回復を示しております中国やインドにおける金融引締めや、円・人民元などの為替変

動、素材価格の高騰などが今後の需要動向に大きな影響を及ぼす可能性があります。  

 当企業グループといたしましては、新興国市場の一層の開拓を進めるため、新製品の開発とコスト削減活動を進め

てまいります。また、市場の情報分析と個々の案件の管理を的確に行い、業績の回復を図ってまいりたいと存じま

す。  

  
  

該当事項はありません。 

① たな卸資産の評価方法 

 当第１四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、前連結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。 

該当事項はありません。 

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 14,239 15,520

受取手形及び売掛金 6,894 5,607

有価証券 203 202

製品 1,721 1,595

仕掛品 1,329 1,044

原材料及び貯蔵品 376 350

その他 196 328

貸倒引当金 △13 △12

流動資産合計 24,948 24,636

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,563 3,638

機械装置及び運搬具（純額） 2,466 2,626

土地 3,630 3,630

建設仮勘定 598 598

その他（純額） 370 387

有形固定資産合計 10,629 10,881

無形固定資産 96 92

投資その他の資産

投資有価証券 1,532 1,571

その他 569 568

貸倒引当金 △429 △429

投資その他の資産合計 1,672 1,710

固定資産合計 12,397 12,684

資産合計 37,346 37,321
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(単位：百万円)

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 2,145 1,410

短期借入金 5,185 4,973

未払法人税等 16 45

賞与引当金 286 －

受注損失引当金 61 －

未払金 3,065 2,646

その他 605 1,049

流動負債合計 11,367 10,125

固定負債

長期借入金 4,279 4,576

退職給付引当金 4,060 4,104

役員退職慰労引当金 31 31

環境対策引当金 157 157

その他 － 0

固定負債合計 8,527 8,869

負債合計 19,894 18,994

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 △4,789 △3,994

自己株式 △1,235 △1,235

株主資本合計 16,646 17,441

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △148 △110

評価・換算差額等合計 △148 △110

少数株主持分 953 995

純資産合計 17,451 18,326

負債純資産合計 37,346 37,321
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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：百万円)

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 3,016 5,079

売上原価 3,944 5,121

売上総損失（△） △928 △41

販売費及び一般管理費 800 764

営業損失（△） △1,728 △805

営業外収益

受取利息 6 1

受取配当金 10 7

その他 6 14

営業外収益合計 23 23

営業外費用

支払利息 26 37

為替差損 10 5

その他 12 1

営業外費用合計 48 44

経常損失（△） △1,753 △826

特別利益

貸倒引当金戻入額 1 0

特別利益合計 1 0

特別損失

固定資産処分損 1 1

投資有価証券評価損 27 －

貸倒引当金繰入額 1 0

特別損失合計 30 1

税金等調整前四半期純損失（△） △1,782 △828

法人税、住民税及び事業税 3 5

法人税等調整額 0 1

法人税等合計 4 6

少数株主損失（△） △92 △39

四半期純損失（△） △1,694 △795
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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)

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損失（△） △1,782 △828

減価償却費 322 264

受取利息及び受取配当金 △17 △9

支払利息 26 37

売上債権の増減額（△は増加） 1,952 △1,230

たな卸資産の増減額（△は増加） 521 △412

仕入債務の増減額（△は減少） △1,989 1,453

退職給付引当金の増減額（△は減少） △72 △43

その他 △532 △336

小計 △1,571 △1,103

利息及び配当金の受取額 16 9

利息の支払額 △28 △38

法人税等の支払額 △6 △14

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,589 △1,147

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 △0

有形固定資産の取得による支出 △830 △34

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

その他 △2 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △783 △44

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 －

長期借入金の返済による支出 △85 △85

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △67 △0

少数株主への配当金の支払額 △2 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,844 △87

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △528 △1,280

現金及び現金同等物の期首残高 16,069 14,972

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,540 13,692
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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 当第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、「繊維機械事業」で営業費用及び営業損失が57百万円増加

し、「工作用機器事業」で営業費用及び営業損失が65百万円減少し、「その他の事業」で営業費用及び営業

損失が7百万円増加している。 

４ 当第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）が適用されたことに伴い、通常の販売目的で保有するたな卸資産について

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

（収益性の低下による簿価切下げの方法）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、「繊維機械事業」で614百万円、「工作用機器事業」で95

百万円、「その他の事業」で14百万円それぞれ営業費用及び営業損失が増加している。 

５ 当第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っ

た結果、一部の広告宣伝用資産についてたな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、「繊維機械事業」で6百万円、「工作用機器事業」で5百万

円、それぞれ営業費用及び営業損失が増加している。 

  

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) 

(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]

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

1,349 1,435 232 3,016 ― 3,016

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 1,349 1,435 232 3,016 (―) 3,016

営業損失（△） △1,319 △203 △206 △1,728 (―) △1,728

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

4,102 728 248 5,079 ― 5,079

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 4,102 728 248 5,079 (―) 5,079

営業損失（△） △335 △387 △83 △805 (―) △805
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(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 当第１四半期連結会計期間より、受注した契約に損失が見込まれ、重要性が増したため、当該損失見込額を

受注損失引当金として計上している。 

これにより、従来の方法によった場合と比べて、「繊維機械事業」で40百万円、「工作用機器事業」で21百

万円、それぞれ営業費用及び営業損失が増加している。 

  

前第１四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。 

  

当第１四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。 

  

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 国又は地域の区分は、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、インドネシア他 

 (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。 

  

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 国又は地域の区分は、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、インドネシア他 

 (２) アメリカ………米国他 

 (３) ヨーロッパ……フランス他 

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。 

  

 [所在地別セグメント情報]

 [海外売上高]

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) 880 210 68 99 1,259

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 3,016

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

29.2 7.0 2.3 3.2 41.7

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) 3,855 130 53 2 4,042

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 5,079

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

75.9 2.6 1.1 0.0 79.6

(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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