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1.  平成22年11月期第2四半期の連結業績（平成21年12月1日～平成22年5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 ％

22年11月期第2四半期 12,652 136.0 △1,027 ― △1,081 ― △1,046 ―
21年11月期第2四半期 5,360 ― △3,737 ― △3,789 ― △3,667 ―

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2四半期 △16.37 ―
21年11月期第2四半期 △57.36 ―

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2四半期 38,711 17,144 41.9 253.50
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2四半期  16,206百万円 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 ― 0.00
22年11月期 

（予想）
― 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 32,500 142.8 △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2四半期 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2四半期  4,145,263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2四半期 63,931,090株 21年11月期第2四半期 63,938,823株
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当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、政府による経済対策の効果と新興国の経済発展に伴う輸出の増加など

から、一部に回復の兆しが見られました。しかし、雇用情勢にはいまだに改善が見られず、また、欧州の財政不安や

ユーロをはじめとする為替変動など国際経済は不安定な状況が続いており、全体としては引き続き厳しい状況が続い

ております。こうした中、当企業グループは受注の確保に注力いたしました。繊維機械事業では、中国市場の繊維機

械に対する設備投資の回復を受け受注が増加してまいりました。しかし、工作用機器事業では、国内の工作機械業界

や自動車業界の回復が遅れたため、新興国市場の設備投資はあるものの総じて低調に推移いたしました。  

 この結果、当第２四半期連結累計期間の受注高は15,858百万円（前年同期比228.4％増）と大幅に増加いたしまし

た。しかしながら、前年度の受注減少の影響から売上高は12,652百万円（同比136.0％増）にとどまりました。損益面

では、生産が低調に推移する中、総経費の圧縮を図ってまいりましたが、営業損失は1,027百万円（前年同期 営業損

失3,737百万円）、経常損失1,081百万円（同 経常損失3,789百万円）、四半期純損失1,046百万円（同 四半期純損

失3,667百万円）と、前年度から状況は改善できましたものの、大きな損失計上を余儀なくされました。 

 事業別の状況は次のとおりであります。  

  

＜繊維機械事業＞ 

 繊維機械事業を取り巻く環境は、中心市場の中国市場で大規模な景気対策の効果による内需向けフィラメント織物

の需要拡大が背景となって、原糸製造分野をはじめとしたフィラメント織物用の繊維機械に対する設備投資が活発に

なってまいりました。こうした状況に対し、当事業部門ではフィラメント織物用のウォータジェットルームやサイジ

ングマシンの販売に注力いたしました。中国メーカー製の安価なウォータジェットルームとの厳しい価格競争があり

ましたが、高級織物を目指す顧客層に対して織機性能をアピールし、受注を増やすことができました。中国以外の市

場では、パキスタン市場で繊維業界に対する政府の優遇措置（借入金に対する利子補給）や綿織物業界の好調などに

より設備投資意欲の改善が見られました。インド市場は、タオル織物用エアジェットルームの商談が増えましたが、

金融引き締めや原綿価格の高騰などのマイナス要因もあり、期待した伸びには至っておりません。  

 この結果、繊維機械事業の受注高は13,401百万円（前年同期比307.2％増）と大幅に増加いたしました。売上高は

10,361百万円（同比270.6％増）となりました。一方損益面では、前年度に受注が減少した影響から生産が低下し、長

期の生産調整を余儀なくされましたため、営業損失は333百万円（前年同期営業損失2,425百万円）となりました。 

  

＜工作用機器事業＞ 

 工作用機器事業を取り巻く環境は、政府の景気対策を受けたデジタル・家電関連業界や航空機、発電関連分野など

で設備投資の改善が見られました。海外市場では新興国を中心とした自動車産業や鉄道車両関連業界で設備投資が進

んでおります。こうした状況に対し、当事業部門ではNC円テーブルやマシンバイスを中心として、小型部品加工用か

ら大型部品加工用まで幅広い製品ラインアップをアピールしながら、さまざまな機械加工業界に販売活動を展開し、

受注確保に注力いたしました。また、新製品のミーリングヘッドは大型部品加工の分野で実績を伸ばしました。しか

し、国内の工作機械業界や自動車業界の低迷の影響は避けられず、総じて低調に推移いたしました。  

 この結果、工作用機器事業の受注高は2,042百万円（前年同期比89.6％増）と増加いたしましたものの、売上高は

1,787百万円（同比14.5％減）となりました。損益面では、生産調整の影響もあり、営業損失583百万円（前年同期営

業損失871百万円）となりました。  

  

＜その他の事業＞ 

 鋳鉄鋳物部門は、繊維機械事業でウォータジェットルームの受注増加に伴い、本体生産に先行して鋳物部品の生産

が増加してまいりました。また、外部からの受注活動を進めた結果、自動車部品や鉄道関連部品の生産受託が徐々に

増え始めてまいりました。連結子会社であります共和電機工業㈱で行っております電装機器事業は、国内の設備投資

の冷え込みの影響を受けて低調に推移いたしました。  

 この結果、その他の事業の受注高は415百万円（前年同期比10.0％減）と減少となったものの、売上高は503百万円

（同比6.0％増）となり、営業損失110百万円（前年同期営業損失439百万円）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
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当第２四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1,390百万円増加し38,711百万円となりました。

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2,572百万円増加し21,566百万円となりました。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1,046百万円を計上したこと等から、前連結会計年度末に比べ1,182百万円減少

し17,144百万円となり、自己資本比率は41.9％となりました。 

  

(キャッシュ・フローの状況)  
当第２四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1,086百万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370百万円（前年同期マイナ

ス2,235百万円）となりました。  

 当第２四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があっ

たものの定期預金の払戻し等により、50百万円（前年同期マイナス1,098百万円）となりました。  

 当第２四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180百万円（前年同期プラス5,132百万円）となりました。  

 これらの結果、当第２四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、501

百万円減少し14,471百万円となりました。  

  

世界経済はおおむね回復の方向に向かい、当企業グループの各事業に関しましても市場環境は回復しつつあると認

識しておりますが、一方で欧州の財政問題をはじめ、中国の金融引き締め懸念、為替変動など不安定要素が拡大して

おり、またその影響も大きいといわざるを得ません。引き続き情報収集に努め、迅速な意思決定と生産の改善を進め

ながら、企業グループ全体の黒字化に向けて努力してまいります。 

 繊維機械事業につきましては、中国市場のフィラメント織物への設備投資は当面継続すると予想しております。急

激な生産増加に対応し、売上拡大と事業の黒字化に向けて努力してまいります。しかし、景気の過熱に対する金融引

き締めや人民元の切上げなどが経済に与える影響は不透明であり、慎重に情報収集を進めていかなければなりませ

ん。なお、平成22年11月から予定しております中国でのウォータジェットルームの組立委託生産を通し、一層の市場

拡大と黒字化を図ってまいりたいと存じます。また、新型航空機のテスト飛行成功を受けて、新素材に対する産業界

の関心が高まっております。織機やコンポジット加工機械の開発を進め、炭素繊維織物分野や複合素材分野への販売

拡大を図ってまいります。 

 工作用機器事業に関しましては、国内の工作機械業界の急激な回復は難しいものの、新興国の需要に牽引されなが

ら徐々に回復に向かうものと見ております。一方で、台湾や韓国などの新興国製品との価格競争が一段と厳しくなる

ことが予想されます。高い精度と高生産性を実現する製品群の整備と、コストダウン・短納期対応を進め、収支改善

を図ってまいります。また、さまざまな市場環境や顧客の要望に対応可能な製品開発を進め、国際競争力の強化を図

ってまいりたいと存じます。  

 なお、現時点の連結業績予想につきましては、1ページおよび別紙「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載のと

おりであります。 

  
  

該当事項はありません。 

① 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。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

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２四半期連結会計期間末
(平成22年５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21年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,858 15,520

受取手形及び売掛金 7,693 5,607

有価証券 203 202

製品 1,427 1,595

仕掛品 1,579 1,044

原材料及び貯蔵品 390 350

その他 161 328

貸倒引当金 △13 △12

流動資産合計 26,301 24,636

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,489 3,638

機械装置及び運搬具（純額） 2,334 2,626

土地 3,630 3,630

建設仮勘定 845 598

その他（純額） 388 387

有形固定資産合計 10,688 10,881

無形固定資産 90 92

投資その他の資産

投資有価証券 1,491 1,571

その他 569 568

貸倒引当金 △430 △429

投資その他の資産合計 1,631 1,710

固定資産合計 12,410 12,684

資産合計 38,711 37,321
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年５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21年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,790 1,410

短期借入金 5,389 4,973

未払法人税等 38 45

受注損失引当金 1 －

未払金 3,793 2,646

その他 1,250 1,049

流動負債合計 13,263 10,125

固定負債

長期借入金 3,981 4,576

退職給付引当金 4,134 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 8,303 8,869

負債合計 21,566 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 △5,040 △3,994

自己株式 △1,235 △1,235

株主資本合計 16,394 17,441

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △188 △110

評価・換算差額等合計 △188 △110

少数株主持分 938 995

純資産合計 17,144 18,326

負債純資産合計 38,711 37,321
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 (2)【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年12月１日
至 平成21年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日
至 平成22年５月31日)

売上高 5,360 12,652

売上原価 7,530 11,993

売上総利益又は売上総損失（△） △2,170 659

販売費及び一般管理費 1,567 1,686

営業損失（△） △3,737 △1,027

営業外収益

受取利息 10 3

受取配当金 10 7

還付加算金 9 －

その他 16 21

営業外収益合計 47 33

営業外費用

支払利息 69 75

為替差損 17 9

その他 12 3

営業外費用合計 99 87

経常損失（△） △3,789 △1,081

特別利益

貸倒引当金戻入額 3 0

特別利益合計 3 0

特別損失

固定資産処分損 4 3

貸倒引当金繰入額 1 0

特別損失合計 6 4

税金等調整前四半期純損失（△） △3,792 △1,086

法人税、住民税及び事業税 7 12

法人税等調整額 △0 1

法人税等合計 6 13

少数株主損失（△） △131 △53

四半期純損失（△） △3,667 △1,046
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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２四半期連結累計期間
(自 平成20年12月１日
至 平成21年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日
至 平成22年５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（△） △3,792 △1,086

減価償却費 657 542

受取利息及び受取配当金 △21 △11

支払利息 69 75

売上債権の増減額（△は増加） 3,186 △1,986

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,033 △380

仕入債務の増減額（△は減少） △3,108 2,576

退職給付引当金の増減額（△は減少） △101 29

その他 △102 △63

小計 △2,178 △303

利息及び配当金の受取額 20 11

利息の支払額 △69 △70

法人税等の支払額 △6 △7

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,235 △370

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） 50 160

有形固定資産の取得による支出 △1,097 △98

投資有価証券の取得による支出 △48 △0

その他 △2 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,098 50

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 △170 △178

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △94 △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 5,132 △180

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） 1,798 △501

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 17,867 14,471
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該当事項はありません。 

  

[事業の種類別セグメント情報] 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年５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２四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75百万円増加し、「工作用機器事業」で営業費用及び営業損失が91百万円減少し、「その他

の事業」で営業費用及び営業損失が16百万円増加している。 

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２四半期連結累計期間の「繊維機械事業」で277百万

円、「工作用機器事業」で143百万円、「その他の事業」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。 

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２四半期連結累計期間の「繊維機械事業」で12百万

円、「工作用機器事業」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。 

  

(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

2,795 2,089 475 5,360 ―   5,360

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― （―） ―

計 2,795 2,089 475 5,360 （―） 5,360

営業損失（△） △2,425 △871 △439 △3,737 （―） △3,737
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当第２四半期連結累計期間（自 平成21年12月１日 至 平成22年５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において、受注した契約に損失が見込まれ、重要性が増したため、第１四半期連結

会計期間より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に比べて、当第２四半期連結累計期間の「工作用機器事業」で１百万

円、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] 

前第２四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２四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。 

  

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

10,361 1,787 503 12,652 ―   12,652

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― （―） ―

計 10,361 1,787 503 12,652 （―） 12,652

営業損失（△） △333 △583 △110 △1,027 （―） △1,027
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[海外売上高] 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年５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、バングラデシュ他 

 （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２四半期連結累計期間（自 平成21年12月１日 至 平成22年５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……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。 

  

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) 2,036 352 122 105 2,617

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 5,360

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

38.0 6.5 2.3 2.0 48.8

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) 9,927 329 68 7 10,334

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 12,652

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

78.5 2.6 0.5 0.1 81.7

(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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