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（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
親会社株主に帰属する

四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年11月期第３四半期 6,549 33.5 1,121 － 1,096 － 864 －

2020年11月期第３四半期 4,905 △12.0 △297 － △335 － △1,274 －

（注）包括利益 2021年11月期第３四半期 1,206百万円（ －％） 2020年11月期第３四半期 △1,148百万円（－％）

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

2021年11月期第３四半期 139.96 －

2020年11月期第３四半期 △206.30 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年11月期第３四半期 13,132 5,505 41.9

2020年11月期 12,471 4,298 34.5

（参考）自己資本 2021年11月期第３四半期 5,505百万円 2020年11月期 4,298百万円

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

2020年11月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2021年11月期 － 0.00 －

2021年11月期（予想） 0.00 0.00

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 8,000 22.2 1,030 － 944 － 715 － 115.73

１．2021年11月期第３四半期の連結業績（2020年12月１日～2021年８月31日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

３．2021年11月期の連結業績予想（2020年12月１日～2021年11月30日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年11月期３Ｑ 6,578,000株 2020年11月期 6,578,000株

②  期末自己株式数 2021年11月期３Ｑ 400,047株 2020年11月期 400,047株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年11月期３Ｑ 6,177,953株 2020年11月期３Ｑ 6,177,953株

※  注記事項

（１）当四半期連結累計期間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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ：無

②  ①以外の会計方針の変更                      ：無

③  会計上の見積りの変更                        ：無

④  修正再表示                                  ：無

（４）発行済株式数（普通株式）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※  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見通し等の詳細に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであ

り、多分に不確定な要素を含んでおります。また、実際の業績は業況の変化等により大きく異なる可能性がありま

す。当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第３四半期連結累計期間（2020年12月１日～2021年８月31日）における世界経済は、新型コロナウイルス感染

症の変異株の感染拡大等により先行きが不透明な状況が続いております。また、製造業においては半導体部品の需

給逼迫や原材料価格の高騰等により、生産停止、納期遅延、調達価格の上昇等の影響を受けております。

　このような環境下において、当第３四半期連結累計期間における当社グループは、前年同期比にて増収増益とな

りました。

　当第３四半期連結累計期間の売上高は、65億49百万円（前年同期比33.5％増）となりました。

　セグメントの内訳を示しますと、日本では23億49百万円（前年同期比6.4％増）、米国は22億70百万円（前年同期

比102.6％増）、欧州・アジア他は19億29百万円（前年同期比22.3％増）となりました。

　日本では、新型コロナウイルス感染症により案件の遅延等の影響を受けておりますが、モジュール製品・スキャ

ナ製品を中心に計画通り推移いたしました。

　海外においては、米国では第２四半期までの特需案件が寄与し、当第３四半期連結累計期間において大幅な売上

増となりました。ただし、第３四半期連結会計期間の売上については、当該案件の終了により前年同期と同程度の

水準となっております。

　欧州・アジア他では、新型コロナウイルスワクチンの普及等により経済活動の正常化が推進されていることなど

から、前年同期比で売上増となりました。

　利益面では、営業利益が11億21百万円（前年同期は２億97百万円の営業損失）、経常利益が10億96百万円（前年

同期は３億35百万円の経常損失）、親会社株主に帰属する四半期純利益が８億64百万円（前年同期は12億74百万円

の親会社株主に帰属する四半期純損失）となりました。前述の売上増に加え、米国HONEYWELL社から提起されていた

特許侵害訴訟が2021年２月10日に和解となり、訴訟費用が大幅に減少したことが主な要因であります。

　なお、当第３四半期連結累計期間においての為替レートは、１ドル＝106.97円、１ユーロ＝128.47円で算出して

おります。

（２）財政状態に関する説明

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は131億32百万円となり、前連結会計年度末と比較して６億60百万円の増

加となりました。主な要因は、現金及び預金が16億44百万円増加したこと、商品及び製品が５億78百万円減少した

こと等により、流動資産合計が８億27百万円増加したことによるものです。

　負債は76億26百万円となり前連結会計年度末と比較して５億45百万円減少となりました。主な要因は、支払手形

及び買掛金が６億30百万円減少したこと等により流動負債合計が11億12百万円減少したこと、長期借入金が５億69

百万円増加したこと等により、固定負債合計が５億67百万円増加したことによるものです。

　なお、純資産は55億５百万円となり、前連結会計年度末と比較して12億６百万円増加いたしました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　新型コロナウイルス感染症については、依然として収束の見通しがつかない状況であり、その影響について当社

として正確な予想を行うことは非常に困難でありますため、現在のところ業績予想の変更はございません。

　なお、世界的な半導体部品の不足や価格高騰等の影響を受け、納期遅延等に伴う売上の減少及び原価率の上昇等

が発生する可能性があり、業績については予断を許さない状況となっております。

　今後の状況により、新たに業績予想の修正が必要となった場合には、速やかに開示する予定であります。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,407,188 6,051,191

受取手形及び売掛金 1,534,660 1,635,795

商品及び製品 1,979,125 1,400,530

仕掛品 219,691 135,888

原材料及び貯蔵品 820,147 731,351

その他 511,204 354,873

貸倒引当金 △44,304 △53,935

流動資産合計 9,427,714 10,255,695

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,496,917 1,454,639

機械装置及び運搬具（純額） 101,851 120,566

工具、器具及び備品（純額） 157,932 150,842

土地 554,178 554,178

リース資産（純額） 12,531 9,846

建設仮勘定 102,034 7,276

有形固定資産合計 2,425,445 2,297,350

無形固定資産

その他 285,573 274,433

無形固定資産合計 285,573 274,433

投資その他の資産

投資有価証券 3,081 3,383

繰延税金資産 186,193 157,982

その他 143,279 143,247

投資その他の資産合計 332,555 304,612

固定資産合計 3,043,575 2,876,397

資産合計 12,471,289 13,132,092

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 966,326 336,173

短期借入金 200,000 173,336

1年内返済予定の長期借入金 2,446,885 2,493,287

未払法人税等 28,777 80,736

賞与引当金 － 30,274

その他 932,085 347,307

流動負債合計 4,574,074 3,461,115

固定負債

長期借入金 3,557,822 4,127,798

リース債務 9,999 7,061

繰延税金負債 30,786 30,797

固定負債合計 3,598,608 4,165,656

負債合計 8,172,682 7,626,772

純資産の部

株主資本

資本金 942,415 942,415

資本剰余金 219,136 219,136

利益剰余金 3,953,559 4,818,197

自己株式 △212,441 △212,441

株主資本合計 4,902,669 5,767,307

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △458 △114

為替換算調整勘定 △603,605 △261,872

その他の包括利益累計額合計 △604,063 △261,987

純資産合計 4,298,606 5,505,319

負債純資産合計 12,471,289 13,132,092
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年12月１日
　至　2020年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年12月１日

　至　2021年８月31日)

売上高 4,905,508 6,549,937

売上原価 2,999,072 3,587,457

売上総利益 1,906,435 2,962,480

販売費及び一般管理費 2,203,798 1,840,989

営業利益又は営業損失（△） △297,362 1,121,490

営業外収益

受取利息 2,958 973

受取賃貸料 9,709 14,055

その他 2,573 5,349

営業外収益合計 15,241 20,378

営業外費用

支払利息 13,256 27,306

為替差損 32,654 －

固定資産除却損 5,074 980

支払手数料 2,500 17,545

その他 183 1

営業外費用合計 53,668 45,833

経常利益又は経常損失（△） △335,790 1,096,035

特別損失

訴訟和解金 981,540 －

特別損失合計 981,540 －

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（△）
△1,317,330 1,096,035

法人税、住民税及び事業税 △19,122 210,187

法人税等調整額 △23,688 21,211

法人税等合計 △42,811 231,398

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,274,518 864,637

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△1,274,518 864,637

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年12月１日
　至　2020年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年12月１日

　至　2021年８月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,274,518 864,637

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △421 343

為替換算調整勘定 125,945 341,732

その他の包括利益合計 125,523 342,076

四半期包括利益 △1,148,995 1,206,713

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,148,995 1,206,713

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

（単位：千円）

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)

日本 米国
欧州・アジア

他
合計

売上高

(1）外部顧客への売上高 2,207,415 1,120,450 1,577,642 4,905,508 － 4,905,508

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
862,440 8,723 157,056 1,028,221 △1,028,221 －

計 3,069,856 1,129,174 1,734,698 5,933,729 △1,028,221 4,905,508

セグメント利益又は損失（△） △57,959 63,518 △261,971 △256,412 △40,950 △297,362

（単位：千円）

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)

日本 米国
欧州・アジア

他
合計

売上高

(1）外部顧客への売上高 2,349,723 2,270,299 1,929,914 6,549,937 － 6,549,937

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
916,422 59,055 746,029 1,721,507 △1,721,507 －

計 3,266,146 2,329,354 2,675,944 8,271,445 △1,721,507 6,549,937

セグメント利益 332,919 541,472 220,960 1,095,352 26,138 1,121,490

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間(自  2019年12月１日 至  2020年８月31日)

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

　（注）1.セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間の取引消去であります。

2.セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間(自  2020年12月１日 至  2021年８月31日)

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

　（注）1.セグメント利益の調整額は、セグメント間の取引消去であります。

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。

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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