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1.  平成23年11月期第1四半期の連結業績（平成22年12月1日～平成23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 ％

23年11月期第1四半期 5,622 △6.0 136 ― 188 853.8 68 ―
22年11月期第1四半期 5,979 15.8 7 ― 19 ― △48 ―

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

23年11月期第1四半期 3.09 ―
22年11月期第1四半期 △2.18 ―

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

23年11月期第1四半期 30,027 12,411 41.0 556.77
22年11月期 29,899 12,300 40.8 551.77

（参考） 自己資本   23年11月期第1四半期  12,322百万円 22年11月期  12,212百万円

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

22年11月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
23年11月期 ―
23年11月期 

（予想）
0.00 ― 3.00 3.00

3.  平成23年11月期の連結業績予想（平成22年12月1日～平成23年11月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 
(累計)

11,400 △4.3 300 ― 300 354.5 10 ― 0.45

通期 22,900 △4.3 600 ― 600 700.0 200 ― 9.04



(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完了しております。 

※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予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる
場合がございます。 
なお、業績予想に関する事項は、添付資料３ページ「１．当四半期の連結業績等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」をご覧くださ
い。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「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 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年11月期1Q 22,167,211株 22年11月期  22,167,211株
② 期末自己株式数 23年11月期1Q  34,612株 22年11月期  34,488株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年11月期1Q 22,132,652株 22年11月期1Q 22,132,945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、新興国需要に支えられ輸出を中心として一部に回
復の兆しが見えたものの、個人消費や雇用情勢に改善はみられず、円高、デフレも継続するなど依然と
して厳しい状況で推移しております。 
 このような状況のもとで、当社グループは生産体制の再配置による生産効率の改善、経費削減活動を
継続するとともに、製品・サービスの差別化を目的とした高付加価値製品の拡販と新製品開発に注力
し、併せて顧客満足度の向上に努めてまいりました。 
 結果として、損益面につきましては、売上高は前年同期に比べ357百万円減少し、5,622百万円となり
ましたが、売上原価率が2.4ポイント改善したことにより、営業利益は前年同期に比べ128百万円増加し
136百万円となりました。経常利益につきましては、持分法による投資利益の増加、支払利息の減少等
により168百万円増加し188百万円となりましたが、四半期純利益につきましては、資産除去債務会計基
準の適用に伴う影響額105百万円の特別損失への計上もあり、前年同期に比べ116百万円増加し68百万円
となりました。 
  
セグメントの業績は次のとおりであります。 

  
なお、当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び「セグメ

ント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」の適用に伴い、産業用機能フィルター・コンベア事
業、電子部材・マスク事業、環境・水処理関連事業及び不動産賃貸事業の４つの報告セグメントに区分
したため、各セグメントの対前年同期比較はしておりません。 

  

製紙製品分野では、当分野の主要な取引業界であります国内紙・パルプ産業界におきましては、低
迷する経済状況を反映し、国内における生産量が前年に比べ微増に留まるなど依然として厳しい状況
が継続しております。このような状況のなか、当社グループは、国内においてより上質な製品・サー
ビスの提供により顧客満足度の向上をはかるとともに、海外におきましては、重要拠点を中心に差別
化製品に絞り込んだ販売活動を展開してまいりました。また、生産面では、海外生産子会社における
輸出向け生産体制の強化と国内協力会社の効率的活用を継続することにより、原価低減に一定の成果
を実現しております。 
 その他の産業分野では、一部海外向けステンレス線材の販売数量の減少はありましたが、子会社で
ある関西金網（株）を中心として、国内外におけるフイルター、コンベアの拡販に注力したことによ
り、化学メーカー向けニッケル網の販売数量が当初予想を上回るなど、収益の獲得に努めました。 
 その結果、当セグメントの売上高は4,044百万円、営業利益は483百万円となりました。 

  

電子部材を中心としたエッチング加工製品分野では、採算性の低下した従来品の生産を縮小し、フ
イルム加工によるタッチパネル用センサーの量産化に向けた製造技術と生産体制の構築に注力すると
ともに、その他のエッチング製品につきましては、拡販活動と新規製品の開発を強化しております。
 フォトマスク製品分野では、当分野の主要な取引業界のひとつである国内半導体業界がエコポイン
ト制度など経済政策縮小の影響を受ける等、国内の市場環境は厳しい状況で推移いたしました。この
ような状況のなか当分野では新規顧客の獲得と収益の維持に努めました。 
 結果として、当セグメントの売上高は1,250百万円となりましたが、エッチング加工製品分野にお
ける生産品目変更を目的とした工程改造と一時的な操業の低下、また試作費用等の発生により、営業
損失が168百万円となりました。 

  

当セグメントでは、濾過装置を中心に積極的に受注活動を展開するとともに、海外における大型物
件の受注活動を実施する一方、有害金属除去・有価金属回収・におい成分吸着などの特性を持つ新高
機能性吸着素材「ポリキレート」シリーズの市場投入に向け、開発活動を継続いたしました。しかし
ながら、公共工事が依然として低調に推移するなど厳しい状況となりました。 
 結果として、一部大型物件の検収時期が第２四半期に変更されたこともあり、当セグメントの売上
高は104百万円、営業損失は51百万円となりました。 

  

当セグメントでは、既存の賃貸物件が順調に稼働するとともに、当社グループの有する遊休不動産
のさらなる効率的運用の検討を継続して実施しております。 
 その結果、当セグメントの売上高は222百万円、営業利益は153百万円となりました。 

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

①産業用機能フィルター・コンベア事業

②電子部材・マスク事業

③環境・水処理関連事業

④不動産賃貸事業
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流動資産は、前連結会計年度末に比べ275百万円減少し、14,606百万円となりました。これは主と

して、受取手形及び売掛金が356百万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403百万円増加し、15,420百万円となりました。これは主と

して、有形固定資産が210百万円、投資有価証券が213百万円それぞれ増加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127百万円増加し、30,027百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ239百万円増加し、10,516百万円となりました。これは主と

して、短期借入金が380百万円、賞与引当金が220百万円それぞれ増加し、支払手形及び買掛金が213

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223百万円減少し、7,098百万円となりました。これは主とし

て、長期借入金が252百万円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16百万円増加し、17,615百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ111百万円増加し、12,411百万円となりました。これは主

として、その他有価証券評価差額金が128百万円増加したことによるものであります。 

  

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（以下「資金」という）は、前連結会計

年度末に比べ20百万円増加し、3,055百万円となりました。 

 当第1四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおり

であります。 

営業活動の結果得られた資金は前第1四半期連結会計期間に比べ587百万円減少し、306百万円とな

りました。これは主として、前第1四半期連結会計期間に比べ、売上債権の減少額が356百万円と813

百万円増加(前第1四半期連結会計期間は456百万円の増加)したことにより資金が増加したものの、た

な卸資産の増加額が47百万円と368百万円増加(前第1四半期連結会計期間は320百万円の減少)したこ

と、仕入債務の減少額が213百万円と692百万円増加(前第1四半期連結会計期間は478百万円の増加)し

たことにより資金が減少したためであります。 

投資活動の結果使用した資金は前第1四半期連結会計期間に比べ381百万円増加し、507百万円とな

りました。これは主として、前第1四半期連結会計期間に比べ、有形固定資産の取得による支出が481

百万円と405百万円増加(前第1四半期連結会計期間は75百万円の支出)したことによるものでありま

す。 

財務活動の結果得られた資金は前第1四半期連結会計期間に比べ297百万円増加し、234百万円とな

りました。これは主として、長期借入れによる収入300百万円によるものであります。 

  

平成23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23年１月

13日公表の業績予想から変更しておりません。 

なお、平成23年３月11日に発生した東日本大震災及び平成23年３月15日に発生した静岡県東部を震源

とする地震が及ぼす業績への影響につきましては、開示すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせ

いたします。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況

（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）

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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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。 

  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。 

  

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３

月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告24号

平成20年３月10日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

これにより、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ21,959千円増加しております。

  

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。 

これにより、営業利益、経常利益がそれぞれ79千円減少し、税金等調整前四半期純利益が105,852

千円減少しております。 

  

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表

等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第１四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

  

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簡便な会計処理

 固定資産の減価償却費の算定方法

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

 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

①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

③表示方法の変更

（四半期連結損益計算書関係）
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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１四半期連結会計期間末
(平成23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22年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,061,719 3,041,440

受取手形及び売掛金 6,192,632 6,549,405

商品及び製品 3,070,185 3,058,450

仕掛品 699,126 637,546

原材料及び貯蔵品 1,308,834 1,334,775

その他 345,661 328,592

貸倒引当金 △71,734 △68,025

流動資産合計 14,606,427 14,882,186

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,540,582 4,601,874

機械装置及び運搬具（純額） 3,214,637 3,328,331

土地 3,402,060 3,407,374

その他（純額） 849,448 458,413

有形固定資産合計 12,006,729 11,795,994

無形固定資産

のれん 680,339 685,245

その他 82,379 85,058

無形固定資産合計 762,719 770,303

投資その他の資産

投資有価証券 1,929,909 1,716,061

その他 742,958 760,971

貸倒引当金 △21,527 △26,143

投資その他の資産合計 2,651,340 2,450,889

固定資産合計 15,420,789 15,017,188

資産合計 30,027,216 29,899,374
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成23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22年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,971,858 3,184,923

短期借入金 4,012,239 3,631,612

1年内返済予定の長期借入金 1,680,235 1,497,587

未払法人税等 120,704 171,436

賞与引当金 279,795 58,900

設備関係支払手形 123,714 146,672

その他 1,328,072 1,585,881

流動負債合計 10,516,620 10,277,013

固定負債

長期借入金 3,834,480 4,087,436

退職給付引当金 64,460 92,407

役員退職慰労引当金 307,793 329,526

資産除去債務 108,069 －

長期預り敷金保証金 1,719,243 1,759,629

その他 1,064,879 1,053,278

固定負債合計 7,098,926 7,322,278

負債合計 17,615,547 17,599,292

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 8,658,550 8,656,624

自己株式 △27,922 △27,871

株主資本合計 13,228,533 13,226,659

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 13,904 △114,392

繰延ヘッジ損益 △341 △5,207

為替換算調整勘定 △919,269 △894,883

評価・換算差額等合計 △905,705 △1,014,483

少数株主持分 88,841 87,905

純資産合計 12,411,669 12,300,082

負債純資産合計 30,027,216 29,899,374
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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21年12月１日
至 平成22年２月28日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年12月１日
至 平成23年２月28日)

売上高 5,979,826 5,622,431

売上原価 4,275,219 3,885,332

売上総利益 1,704,606 1,737,099

販売費及び一般管理費 1,696,806 1,600,850

営業利益 7,800 136,249

営業外収益

受取利息 691 1,114

受取配当金 12,428 13,444

持分法による投資利益 32,856 65,585

その他 27,597 33,484

営業外収益合計 73,574 113,628

営業外費用

支払利息 47,637 34,696

その他 13,967 26,619

営業外費用合計 61,604 61,316

経常利益 19,769 188,562

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 105,773

特別損失合計 － 105,773

税金等調整前四半期純利益 19,769 82,788

法人税等 67,489 12,752

少数株主損益調整前四半期純利益 － 70,036

少数株主利益 533 1,712

四半期純利益又は四半期純損失（△） △48,253 68,323
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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21年12月１日
至 平成22年２月28日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年12月１日
至 平成23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 19,769 82,788

減価償却費 450,606 306,043

のれん償却額 11,210 11,268

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,951 △27,947

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,950 △21,733

貸倒引当金の増減額（△は減少） 22,543 △907

受取利息及び受取配当金 △13,119 △14,558

支払利息 47,637 34,696

持分法による投資損益（△は益） △32,856 △65,585

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 105,773

売上債権の増減額（△は増加） △456,931 356,772

たな卸資産の増減額（△は増加） 320,815 △47,373

仕入債務の増減額（△は減少） 478,973 △213,064

未払消費税等の増減額（△は減少） △66,268 △61,475

その他 165,145 5,281

小計 939,524 449,977

利息及び配当金の受取額 13,263 14,598

利息の支払額 △42,087 △29,254

法人税等の支払額 △17,295 △129,201

営業活動によるキャッシュ・フロー 893,404 306,121

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 △6,327 △6,623

定期預金の払戻による収入 6,315 6,614

有形固定資産の取得による支出 △75,949 △481,448

無形固定資産の取得による支出 △17,431 △144

投資有価証券の取得による支出 △2,434 －

長期預り敷金保証金の返還による支出 △40,386 △40,386

その他 10,019 14,607

投資活動によるキャッシュ・フロー △126,193 △507,380

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） 354,319 380,627

長期借入れによる収入 － 300,000

長期借入金の返済による支出 △350,757 △362,893

自己株式の取得による支出 △71 △51

配当金の支払額 △66,399 △66,398

その他 － △16,949

財務活動によるキャッシュ・フロー △62,908 234,335

現金及び現金同等物に係る換算差額 13,144 △12,805

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 717,446 20,269

現金及び現金同等物の期首残高 2,779,172 3,034,825

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,496,618 3,055,095
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該当事項はありません。 
  

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

す。 

当社グループは、事業部制を採用しており、当社に製品・サービス別に６つの事業部を置き、事業部お

よび事業部が所管する子会社が、それぞれが取り扱う製品・サービスについて国内および海外の包括的な

戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

当社グループは、これらの事業部から構成されていますが、これらを事業セグメントと認識した上で、

このうち経済的特徴、製品の製造方法又は製造過程、製品を販売する市場又は顧客の種類等において類似

性が認められるものについて集約基準及び量的基準に基づいて集約を行い「産業用機能フィルター・コン

ベア事業」、「電子部材・マスク事業」、「環境・水処理関連事業」、「不動産賃貸事業」という４つの

集約後の事業セグメントを報告セグメントとしております。 

「産業用機能フィルター・コンベア事業」は紙・パルプ抄造用網、各種工業用特殊網等の生産・販売、

「電子部材・マスク事業」は電子部材、フォトマスク製品等の生産・販売、「環境・水処理関連事業」は

水処理装置、その他環境関連製品等の生産・販売、「不動産賃貸事業」は店舗賃貸・駐車場賃貸等を行っ

ております。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年12月１日 至 平成23年２月28日) 
  

 (単位:千円）

   
(注) １ セグメント利益の調整額△281,511千円には、内部取引にかかわる調整額970千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△282,481千円であります。全社費用は、当社の本社部門等にかかる費用であります。 

２ セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

 当第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

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

１ 報告セグメントの概要 

２ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

報告セグメント

調整額  
（注1）

四半期連結 
損益計算書 
計上額  
（注2）

産業用機能 
フィルター・ 
コンベア事業

電子部材・ 
マスク事業

環境・水処理
関連事業

不動産賃貸
事業 計

売上高

外部顧客への売上高 4,044,144 1,250,372 104,916 222,998 5,622,431 ― 5,622,431

セグメント間の内部
売上高又は振替高 37 60 80 ― 177 △177 ―

計 4,044,181 1,250,432 104,996 222,998 5,622,608 △177 5,622,431

セグメント利益    
又は損失（△） 483,911 △168,255 △51,334 153,439 417,760 △281,511 136,249

（追加情報）

(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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