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1.  平成22年11月期第3四半期の連結業績（平成21年12月1日～平成22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 ％

22年11月期第3四半期 17,977 4.2 △3 ― 38 ― △164 ―
21年11月期第3四半期 17,249 ― △945 ― △993 ― △2,024 ―

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3四半期 △7.42 ―
21年11月期第3四半期 △91.46 ―

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3四半期 32,635 14,726 44.8 661.19
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3四半期  14,633百万円 21年11月期  14,880百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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 ― 0.00 ―
22年11月期 

（予想）
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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 23,600 1.7 △200 ― △150 ― △350 ― △15.81



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」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3Q 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3Q  34,488株 21年11月期  34,178株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年11月期3Q 22,132,847株 21年11月期3Q 22,133,198株
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当第３四半期累計期間のわが国経済は、アジア地域を中心とする新興国における海外経済の改善やエコ
ポイント制度等の国内経済対策の影響により、一部で輸出や生産が増加し企業収益はゆるやかに回復傾向
にあるものの、公共事業は減少し、雇用・所得環境は厳しい状況で推移する中、内需は依然として低迷し
ております。また円高の進行、株式市場の低迷もあり、景気の先行きについては一層不透明な状況となっ
ております。 
 このような状況のもとで、当社グループは収益の獲得に向け、国内外において積極的な営業活動を展開
いたしました結果、当第３四半期累計期間の売上高は前年同期比4.2％増の17,977百万円となりました。 
 損益面につきましては、原価低減、生産効率の向上を目的とした固定費の削減、生産設備の再配置、製
造現場における多能工化を推進するとともに、経費削減活動を継続して実施してまいりました。また、一
時帰休による生産調整を一部で実施し、たな卸資産の適正化をはかっております。 
 この結果、売上原価率が5.0ポイント減少する等収益性は向上しましたが、プラズマテレビ用電磁波シ
ールドメッシュの売上高減少に加え、紙・パルプ抄造用網で海外売上高比率が上昇する中、円高による為
替の影響等もあり、営業損失は３百万円（前年同期営業損失945百万円）となりました。経常利益は持分
法投資利益の増加もあり38百万円（前年同期経常損失993百万円）となりましたが、213百万円の法人税等
計上の影響もあり、四半期純損失は164百万円（前年同期純損失2,024百万円）という結果になりました。
  
  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。  

  

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、前年に比べ紙・板紙の生産は若干増加したものの、洋紙を中心とした国内需要の低迷と国内価格の維
持を背景とした減産体制が継続しております。このような状況の中、高付加価値製品の提供を軸として国
内外で積極的に拡販活動に注力した結果、前年同期比で売上高は増加いたしました。 
 工業製品分野では、前年度に実施した国内グループでの販売体制の再編効果による拡販と、オーストラ
リア子会社を中心とした海外での販売数量の増加により、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、公共投資が依然として減少する中、積極的な拡販活動を行いました結果、官公庁
向けを中心に受注が増加し、前年同期比で売上高は増加いたしました。 
 この結果、当セグメントの売上高は前年同期比17.2％増の12,829百万円となり、生産性向上やコスト削
減活動の効果もあり営業利益は前年同期比285.8％増の676百万円となりました。 

  

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の
需要の回復と同業界における新規顧客開拓、また生産技術の向上と新たな市場の開拓に注力いたしました
結果、前年同期比で売上高は増加いたしました。エレクトロニクスソリューションユニットでは、薄型テ
レビ市場が新興国需要の増加、エコポイント制度の影響等により拡大する中、プラズマテレビ用電磁波シ
ールドメッシュの売上高増加が見込まれたものの、受注内容の変動等により当初予定していた売上高が減
少いたしました。この影響により、同ユニットは前年同期比で売上高が大きく減少しております。結果と
してミクロ製品分野では、前年同期比で売上高は減少いたしました。 
 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18.3%減の5,148百万円となりましたが、不採算製品の見
直し、生産性向上、コスト削減等の効果により営業利益は110百万円（前年同期営業損失178百万円)とな
りました。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

（セグメント別の業績）

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176百万円増加し、15,075百万円となりました。これは、主と
して現金及び預金が218百万円、受取手形及び売掛金が440百万円それぞれ増加し、商品及び製品が386百
万円、原材料及び貯蔵品が189百万円それぞれ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901百万円減少し、17,560百万円となりました。これは、主と
して有形固定資産が720百万円減少したことによるものであります。 
  この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて724百万円減少し、32,635百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて231百万円増加し、10,284百万円となりました。これは、主と
して支払手形及び買掛金が434百万円、賞与引当金が229百万円それぞれ増加し、短期借入金が347百万円
減少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713百万円減少し、7,625百万円となりました。これは、主とし
て長期借入金が697百万円、長期預り敷金保証金が121百万円それぞれ減少したこと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482百万円減少し、17,909百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて242百万円減少し、14,726百万円となりました。これは、主
として剰余金の配当66百万円、四半期純損失164百万円によるものであります。 

  

通期の業績予想につきましては平成22年７月６日に公表いたしました予想数値を修正しております。 
 なお、詳細につきましては、本日別途公表いたしました「平成22年11月期通期業績予想の修正に関する
お知らせ」をご参照ください。 

  
  

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３四半期連結会計期間を含む連結会計年度
の税引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、税引前四半期純利益に
当該見積実効税率を乗じて計算しております。 
 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計上すると著しく合理性を欠く結果となる場合に
は、法定実効税率を使用する方法によって計算しております。また、税引前四半期純損失に法定実効
税率を乗じて計算した税金費用に対応する四半期貸借対照表の資産の額は、繰延税金資産の回収見込
額を限度として計上しております。 
  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

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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３四半期連結会計期間末
(平成22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21年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,004,068 2,785,534

受取手形及び売掛金 6,473,047 6,032,231

商品及び製品 3,129,397 3,516,117

仕掛品 605,019 649,204

原材料及び貯蔵品 1,395,212 1,584,697

その他 526,617 397,604

貸倒引当金 △58,320 △66,819

流動資産合計 15,075,042 14,898,569

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,838,191 6,103,387

機械装置及び運搬具（純額） 4,282,742 4,778,512

土地 3,404,179 3,397,164

その他（純額） 506,546 473,215

有形固定資産合計 14,031,659 14,752,281

無形固定資産

のれん 671,785 719,756

その他 65,129 41,922

無形固定資産合計 736,914 761,678

投資その他の資産

投資有価証券 1,787,103 1,755,496

その他 1,032,407 1,207,568

貸倒引当金 △27,371 △15,119

投資その他の資産合計 2,792,139 2,947,945

固定資産合計 17,560,713 18,461,905

資産合計 32,635,755 33,360,475
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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21年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,312,739 2,877,896

短期借入金 3,611,814 3,959,157

1年内返済予定の長期借入金 1,512,299 1,596,065

未払法人税等 151,704 60,566

賞与引当金 289,697 59,700

設備関係支払手形 87,609 88,220

その他 1,318,393 1,411,143

流動負債合計 10,284,258 10,052,750

固定負債

長期借入金 4,376,364 5,074,035

退職給付引当金 86,574 93,604

役員退職慰労引当金 297,310 282,818

長期預り敷金保証金 1,800,015 1,921,174

その他 1,065,209 967,510

固定負債合計 7,625,474 8,339,142

負債合計 17,909,733 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 11,129,609 11,351,610

自己株式 △27,871 △27,731

株主資本合計 15,699,644 15,921,785

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △55,632 △13,004

繰延ヘッジ損益 △14,760 △465

為替換算調整勘定 △995,269 △1,027,360

評価・換算差額等合計 △1,065,661 △1,040,831

少数株主持分 92,039 87,627

純資産合計 14,726,022 14,968,582

負債純資産合計 32,635,755 33,360,475
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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：千円)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日
 至 平成22年８月31日)

売上高 17,249,562 17,977,903

売上原価 13,212,250 12,870,431

売上総利益 4,037,311 5,107,472

販売費及び一般管理費 4,983,137 5,111,438

営業損失（△） △945,825 △3,966

営業外収益

受取利息 3,948 2,261

受取配当金 36,001 29,681

持分法による投資利益 16,936 94,023

その他 92,107 140,887

営業外収益合計 148,994 266,853

営業外費用

支払利息 151,782 132,367

為替差損 － 53,402

その他 45,062 38,888

営業外費用合計 196,845 224,658

経常利益又は経常損失（△） △993,676 38,229

特別利益

保険解約返戻金 － 30,780

特別利益合計 － 30,780

特別損失

固定資産売却損 20,168 －

固定資産除却損 12,686 14,830

ゴルフ会員権評価損 14,360 －

災害による損失 10,170 －

事業構造改善費用 77,413 －

特別損失合計 134,798 14,830

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（△）

△1,128,474 54,179

法人税等 903,145 213,739

少数株主利益又は少数株主損失（△） △7,327 4,746

四半期純損失（△） △2,024,292 △164,306
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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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日
至 平成22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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△1,128,474 54,179

減価償却費 1,525,066 1,390,477

のれん償却額 32,729 32,221

退職給付引当金の増減額（△は減少） △33,425 △7,030

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,108 14,492

貸倒引当金の増減額（△は減少） 21,955 3,752

受取利息及び受取配当金 △39,950 △31,942

支払利息 151,782 132,367

持分法による投資損益（△は益） △16,936 △94,023

有形固定資産売却損益（△は益） 20,168 848

有形固定資産除却損 5,946 8,897

ゴルフ会員権評価損 14,360 666

売上債権の増減額（△は増加） 1,983,116 △440,816

たな卸資産の増減額（△は増加） 412,853 620,389

仕入債務の増減額（△は減少） △2,324,507 434,843

未払消費税等の増減額（△は減少） 77,754 △28,844

その他 186,788 240,529

小計 900,336 2,331,009

利息及び配当金の受取額 78,236 105,965

利息の支払額 △141,945 △126,775

法人税等の支払額 △156,830 △88,838

法人税等の還付額 38,870 5,278

営業活動によるキャッシュ・フロー 718,667 2,226,640

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 △479,499 △19,862

定期預金の払戻による収入 535,800 19,830

有形固定資産の取得による支出 △1,991,811 △564,752

無形固定資産の取得による支出 － △27,015

投資有価証券の取得による支出 △8,259 △12,755

長期預り敷金保証金の返還による支出 △120,858 △121,158

その他 △35,912 △41,883

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,100,541 △767,595

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） 973,395 △347,343

長期借入れによる収入 1,546,600 400,000

長期借入金の返済による支出 △1,068,357 △1,188,501

自己株式の取得による支出 △216 △139

配当金の支払額 △88,533 △66,399

その他 － △17,379

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,362,888 △1,219,762

現金及び現金同等物に係る換算差額 △47,350 △21,015

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △66,336 218,266

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 2,528,298 2,997,438
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該当事項はありません。 
  

前第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３四半期連結累計期間(自 平成21年12月１日 至 平成22年８月31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 10,948,398 6,301,163 17,249,562 ― 17,249,562

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

3 440 443 (443) ―

計 10,948,402 6,301,603 17,250,006 (443) 17,249,562

営業費用 10,772,970 6,479,806 17,252,777 942,610 18,195,387

営業利益又は営業損失（△） 175,431 △178,203 △2,771 (943,054) △945,825

 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 12,829,779 5,148,123 17,977,903 ― 17,977,903

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

─ 132 132 (132) ―

計 12,829,779 5,148,255 17,978,035 (132) 17,977,903

営業費用 12,153,011 5,038,037 17,191,048 790,821 17,981,869

営業利益又は営業損失（△） 676,768 110,218 786,986 (790,953) △3,966

(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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