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(百万円未満切捨て)

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）

（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 1,795 7.6 35 － 66 － 44 －

2020年11月期第３四半期 1,668 △33.5 △91 － △67 － △48 －

(注) 包括利益 2021年11月期第３四半期 49百万円( －％) 2020年11月期第３四半期 △51百万円( －％)
　

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 25.14 －

2020年11月期第３四半期 △27.21 －
　

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
　

（２）連結財政状態

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

2021年11月期第３四半期 2,274 1,443 63.5 817.47

2020年11月期 2,167 1,438 66.4 814.44

(参考) 自己資本 2021年11月期第３四半期 1,443百万円 2020年11月期 1,438百万円
　

２．配当の状況

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 － 25.00 25.00

2021年11月期 － 0.00 －

2021年11月期(予想) 25.00 25.00

(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）

　2021年11月期の連結業績予想については、現時点で合理的な算定が困難なため、開示しておりません。

　　



※ 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） － 、除外 －社（社名） －

（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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年11月期３Ｑ 2,316,000株 2020年11月期 2,316,000株

② 期末自己株式数 2021年11月期３Ｑ 550,184株 2020年11月期 550,184株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年11月期３Ｑ 1,765,816株 2020年11月期３Ｑ 1,765,816株

　
※ 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
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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においては、依然として新型コロナウイルスによる先行きの不透明感が継続しており

ます。当社グループは、新型コロナウイルスの影響による営業活動への制約が常態化することを前提とし、オンラ

インでの営業活動やリモートワークを推進しつつ、主な課題である新たな商材・マーケットの開拓、事業間の連携

と開発力の強化およびサイエンス事業の強化に取り組んでおります。

これらの結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は1,795,791千円(前年同四半期比7.6％増)、営業利益

は35,885千円(前年同四半期は、91,112千円の営業損失)、経常利益は66,564千円(前年同四半期は、67,134千円の経

常損失)、親会社株主に帰属する四半期純利益は44,386千円(前年同四半期は、48,055千円の親会社株主に帰属する

四半期純損失)となりました。

セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

① エレクトロニクス事業

当事業においては、新たな商材・マーケットの開拓および当社製装置を含む製造ライン向け装置一式の一括提

案・販売の強化に注力しております。当第３四半期連結累計期間においては、世界的な半導体不足等を背景に、

装置類の引き合いおよび受注が堅調であるとともに、消耗品・部品等の販売が堅調に推移しております。また、

当社製装置を含む製造ライン向け装置案件の納入・検収が進んでおります。

これらの結果、売上高は1,061,310千円(前年同四半期比22.0％増)、営業利益は117,950千円(前年同四半期は、

11,620千円の営業損失)となりました。

② マリン・環境機器事業

当事業においては、巡視船および測量船向けのダビット等に加え、新たな主力商材として、欧州メーカー製舶

用多関節クレーン等の特殊甲板機器の販売強化に注力しております。当第３四半期連結累計期間においては、一

部の欧州メーカー製舶用機器について、コロナ禍の影響による部材調達の遅れなどにより、メーカーからの出荷

遅延およびお客様への納入遅延が発生しているものの、前連結会計年度までに受注した舶用機器を概ね予定通り

に販売いたしました。

これらの結果、売上高は174,790千円(前年同四半期比50.0％減)、営業利益は26,674千円(前年同四半期比65.7

％減)となりました。

③ ＳＩ事業

当事業においては、ASEAN諸国におけるビジネスの開拓・強化、プログラミング教育ビジネスの強化および前連

結会計年度は低調であった国内におけるシステムインテグレーションビジネスの強化に注力しております。当第

３四半期連結累計期間においては、営業体制の再構築等の施策により、主要ビジネスである国内でのシステムイ

ンテグレーションの引き合いおよび受注に回復がみられるものの、業績は低調に推移しております。

これらの結果、売上高は439,701千円(前年同四半期比21.6％増)、営業損失は38,303千円(前年同四半期は、

71,917千円の営業損失)となりました。

④ サイエンス事業

当事業においては、海外メーカー製イメージング関連機器の販売強化、当社の神奈川エンジニアリングセンタ

ーと連携した製品開発の強化および国内メーカー製計測機器の販売強化に注力しております。当第３四半期連結

累計期間においては、特にイメージング関連機器の販売促進活動を強化しており、引き合いおよび受注は堅調に

推移しております。

これらの結果、売上高は119,988千円(前年同四半期比37.7％増)、営業利益は8,204千円(前年同四半期は、

4,536千円の営業損失)となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における総資産は2,274,793千円(前連結会計年度末比107,484千円の増加)となりま

した。これは主に、現金及び預金の減少322,176千円および売掛金の減少55,734千円の一方で、受取手形の増加

71,549千円、商品の増加142,589千円および仕掛品の増加231,109千円によるものであります。

当第３四半期連結会計期間末における純資産は1,443,504千円(前連結会計年度末比5,346千円の増加)となりまし

た。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加240千円およびその他の包括利

益累計額の増加5,106千円によるものであります。

当第３四半期連結会計期間末における自己資本比率は、63.5％(前連結会計年度末比2.9ポイント減)となりまし

た。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年11月期の連結業績予想については、現時点で合理的な通期の業績予想の算定が困難なため開示しており

ません。

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業への影響については、今後も注視してまいります。
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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

(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 750,129 427,952

受取手形 27,844 99,394

電子記録債権 45,342 44,925

売掛金 371,691 315,956

有価証券 － 109,903

商品 189,870 332,459

仕掛品 50,035 281,144

その他 197,125 213,842

貸倒引当金 △84 △84

流動資産合計 1,631,954 1,825,493

固定資産

有形固定資産

有形固定資産 178,859 174,077

無形固定資産

その他 7,083 6,182

無形固定資産合計 7,083 6,182

投資その他の資産

投資有価証券 214,574 113,718

繰延税金資産 48,904 69,358

その他 85,932 85,961

投資その他の資産合計 349,411 269,039

固定資産合計 535,355 449,299

資産合計 2,167,309 2,274,793
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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

買掛金 201,247 194,545

短期借入金 200,000 150,000

リース債務 1,264 1,173

未払法人税等 781 47,981

賞与引当金 － 13,134

その他 103,172 193,639

流動負債合計 506,465 600,473

固定負債

長期借入金 100,000 100,000

リース債務 2,072 1,190

退職給付に係る負債 50,694 53,320

役員退職慰労引当金 63,134 69,585

繰延税金負債 △0 －

資産除去債務 3,359 3,366

その他 3,425 3,353

固定負債合計 222,685 230,815

負債合計 729,151 831,289

純資産の部

株主資本

資本金 100,210 100,210

資本剰余金 121,646 121,646

利益剰余金 1,878,628 1,878,868

自己株式 △657,398 △657,398

株主資本合計 1,443,085 1,443,326

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △3,777 △2,201

繰延ヘッジ損益 △1,151 2,379

その他の包括利益累計額合計 △4,928 177

純資産合計 1,438,157 1,443,504

負債純資産合計 2,167,309 2,274,793
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（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

(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 1,668,290 1,795,791

売上原価 1,146,818 1,175,224

売上総利益 521,472 620,566

販売費及び一般管理費 612,585 584,680

営業利益又は営業損失（△） △91,112 35,885

営業外収益

受取利息 6,094 6,016

受取配当金 4,444 4,435

為替差益 － 8,838

助成金収入 20,826 11,763

保険返戻金 634 －

その他 452 474

営業外収益合計 32,451 31,528

営業外費用

支払利息 649 685

為替差損 7,720 －

支払手数料 53 47

その他 49 116

営業外費用合計 8,473 849

経常利益又は経常損失（△） △67,134 66,564

特別損失

固定資産除却損 － 207

役員退職慰労金 300 －

特別損失合計 300 207

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（△）

△67,434 66,357

法人税、住民税及び事業税 3,012 44,678

法人税等調整額 △22,391 △22,707

法人税等合計 △19,378 21,971

四半期純利益又は四半期純損失（△） △48,055 44,386

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（△）

△48,055 44,386
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四半期連結包括利益計算書

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 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（△） △48,055 44,386

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,876 1,575

繰延ヘッジ損益 △256 3,531

その他の包括利益合計 △3,132 5,106

四半期包括利益 △51,188 49,492

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △51,188 49,492

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

該当事項はありません。

（会計上の見積りの変更）

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

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又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

合計
エレクトロニク

ス事業
マリン・環境機

器事業
ＳＩ事業 サイエンス事業

売上高

外部顧客への売上高 869,684 349,898 361,585 87,122 1,668,290

セグメント間の内部売上高
又は振替高

12 － － － 12

計 869,696 349,898 361,585 87,122 1,668,303

セグメント利益又は損失
(△)

△11,620 77,770 △71,917 △4,536 △10,303

　

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 △10,303

全社費用(注) △80,809

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △91,112

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３ 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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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又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

合計
エレクトロニク

ス事業
マリン・環境機

器事業
ＳＩ事業 サイエンス事業

売上高

外部顧客への売上高 1,061,310 174,790 439,701 119,988 1,795,791

セグメント間の内部売上高
又は振替高

600 － 1,796 － 2,396

計 1,061,910 174,790 441,497 119,988 1,798,187

セグメント利益又は損失
(△)

117,950 26,674 △38,303 8,204 114,525

　

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 114,525

全社費用(注) △78,639

四半期連結損益計算書の営業利益 35,885

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３ 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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３．その他

（１）仕入、受注及び販売の状況

① 仕入実績

当第３四半期連結累計期間における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 仕入高(千円) 前年同期比(％)

エレクトロニクス事業 738,331 ＋39.0

マリン・環境機器事業 118,713 △49.8

ＳＩ事業 － －

サイエンス事業 65,623 △21.6

合計 922,668 ＋8.4

(注) １ セグメント間取引については相殺消去しております。

２ 金額は仕入価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

② 受注状況

当第３四半期連結累計期間における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
受注高
(千円)

前年同期比
(％)

受注残高
(千円)

前年同期比
(％)

エレクトロニクス事業 2,148,672 ＋156.4 1,553,009 ＋636.4

マリン・環境機器事業 287,827 △28.1 578,716 ＋8.6

ＳＩ事業 480,446 ＋59.6 262,521 ＋100.5

サイエンス事業 98,000 △35.9 33,470 △55.4

合計 3,014,946 ＋78.1 2,427,718 ＋155.6

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。

２ 金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

③ 販売実績

当第３四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

エレクトロニクス事業 1,061,310 ＋22.0

マリン・環境機器事業 174,790 △50.0

ＳＩ事業 439,701 ＋21.6

サイエンス事業 119,988 ＋37.7

合計 1,795,791 ＋7.6

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　


