
（百万円未満切捨て）

１．平成23年11月期第3四半期の業績（平成22年12月1日～平成23年8月31日） 

（１）経営成績（累計）                                                    （％表示は、対前年同四半期増減率）

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

  

３．平成23年11月期の業績予想（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３四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

  

平成23年11月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成23年10月6日

上 場 会 社 名 株式会社 小島鐵工所 上場取引所 東・名 

コ ー ド 番 号 6112 ＵＲＬ http://www.kojimatekko.co.jp 

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 児玉 正蔵 

問 合 せ 先 責 任 者 (役職名) 取締役執行役員経理部長 (氏名) 田中 教司 (TEL)027(322)1221 

四半期報告書提出予定日 平成23年10月14日 配当支払開始予定日   －

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無 

四半期決算説明会開催の有無 ：無 

                        

  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3四半期 721 △60.2 △258   － △231   － △231   －
22年11月期第3四半期    1,813 △24.4 △87   － △55   － △57   －

  
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3四半期 △23.10 －
22年11月期第3四半期 △5.71 －

  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3四半期  2,844  965  33.9  96.45
22年11月期  2,748  1,197  43.6  119.60

(参考)自己資本 23年11月期第3四半期 百万円 965 22年11月期 百万円 1,197

             

  
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 0.00
23年11月期  －

23年11月期(予想) － － 0.00 0.00

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：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
通 期 1,500  △32.9 10     － 20   0.0  10   △44.4 1.00

  

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有 

              



４．その他 （詳細は、【添付資料】P.2「その他」をご覧ください。） 

  

（注）簡便な会計処理及び四半期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。 

  

（注）「四半期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。 

  

  

  

  

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（３）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) 23年11月期3Ｑ 株10,035,647 22年11月期 株10,035,647

② 期末自己株式数 23年11月期3Ｑ 株24,899 22年11月期 株23,482

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年11月期3Ｑ 株10,011,246 22年11期3Ｑ 株10,013,864

（※ 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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中であります。 

（※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項） 

   業績予想につきましては、本資料の発表日現在において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、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は【添付資

料】P.2「業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の業績等に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（１）経営成績に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（３）業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  2

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  2

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  2

３．四半期財務諸表 …………………………………………………………………………………………………………  3

（１）四半期貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………  3

（２）四半期損益計算書 …………………………………………………………………………………………………  4

（第３四半期累計期間） ……………………………………………………………………………………………  4

（第３四半期会計期間） ……………………………………………………………………………………………  5

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  6

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  6

４．補足情報 …………………………………………………………………………………………………………………  6

（１）生産、受注及び販売の状況 ………………………………………………………………………………………  6

㈱小島鐵工所（6112）平成23年11月期第３四半期決算短信（非連結）

1



（１）経営成績に関する定性的情報 

当社の売上高に関しましては、当社の主製品である油圧プレスが、形状、能力、機能のほか、納期、一台当た

り金額もそれぞれ異なる個別受注生産であり、月単位での売上は一定しておりません。また、当社製品は大型プ

レス機械ゆえ、設計・生産着手から納品・据付まで平均して1年程度を要するため、受注から売上計上まで相当期

間のズレを生じてしまうのが当社の事業の特性であります。 

当第３四半期累計期間の売上は、海外向け大型プレス機の売上増加がありましたものの、国内向けが不振なた

め、前年同期（18億13百万円）を大幅に下回り、遺憾ながら７億21百万円に止まりました。 

利益面につきましても、引き続き原価低減を始め、人件費等諸経費全般に亘り削減に努めてまいりましたが、

利益に貢献する売上物件が順調に確保できなかったこと等から、不本意ながら２億31百万円の純損失（前年同期

純損失57百万円）となりました。 

受注状況につきましては、弊社は回復傾向にあり、当第３四半期累計期間の受注高は、海外向けを中心に前年

同期（10億56百万円）を上回る12億19百万円の受注を確保することができ、受注残高に関しましても前年同期末

（９億２千万円）を上回る10億61百万円を確保できました。 

今後につきましても、現在成長著しいブリックスを中心に国外からの大型案件の引き合いを始め、国内からの

引き合いも浮上しており、この成約に向け努力しているところであり、更には、アジア市場への販路拡大をも視

野に入れ一層の受注増加を目指し、業績向上に向け努力していく所存であります。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期の財政状態については、資産合計は、前事業年度末に比べ、96百万円増加し、28億44百万円とな

りました。これは主として、受取手形及び売掛金が１億23百万円減少しましたが、現金及び預金が２億51百万円

増加したことによります。 

負債合計は、前事業年度末に比べ、３億27百万円増加し、18億78百万円となりました。これは主として、前受

金が１億29百万円減少したものの短期借入金が４億18百万円増加したことによります。 

純資産合計は、前事業年度末に比べ、利益剰余金が２億31百万円減少し、９億65百万円となりました。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成23年６月29日に公表した通期の業績予想については、平成23年10月６日（当決算短信の開示と同日）に

「業績予想の修正に関するお知らせ」を公表しております。 

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①棚卸資産の評価方法 

当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前会計年度末の実地棚卸高を基礎と

して合理的な方法により算定する方法によっております。 

②固定資産の減価償却の算定方法 

定率法を採用している資産については、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。 

③税金費用の計算 

税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業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。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

当第１四半期会計期間より、「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。 

なお、これによる損益に与える影響はありません。  

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成23年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,425,674 1,173,883

受取手形及び売掛金 456,094 579,218

原材料 31,530 5,393

仕掛品 23,536 24,838

その他 19,908 15,245

貸倒引当金 △2,300 △3,000

流動資産合計 1,954,443 1,795,579

固定資産   

有形固定資産   

賃貸不動産（純額） 321,567 337,668

その他（純額） 500,751 536,915

有形固定資産合計 822,318 874,584

無形固定資産 43,858 53,702

投資その他の資産 23,561 24,311

固定資産合計 889,738 952,598

資産合計 2,844,182 2,748,177

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 299,222 260,436

短期借入金 1,215,051 796,499

リース債務 16,745 16,562

未払法人税等 1,075 450

前受金 89,747 219,294

賞与引当金 17,000 －

工事損失引当金 638 －

その他 29,700 41,281

流動負債合計 1,669,179 1,334,523

固定負債   

退職給付引当金 69,883 64,743

リース債務 39,498 51,068

その他 100,111 100,413

固定負債合計 209,493 216,225

負債合計 1,878,672 1,550,749

純資産の部   

株主資本   

資本金 501,782 501,782

資本剰余金 5,373 5,373

利益剰余金 462,199 693,489

自己株式 △4,010 △3,828

株主資本合計 965,345 1,196,816

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 163 610

評価・換算差額等合計 163 610

純資産合計 965,509 1,197,427

負債純資産合計 2,844,182 2,748,177
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 1,813,647 721,389

売上原価 1,706,405 787,326

売上総利益又は売上総損失（△） 107,241 △65,936

販売費及び一般管理費 194,292 192,216

営業損失（△） △87,051 △258,152

営業外収益   

受取利息 16 47

受取賃貸料 46,764 46,764

助成金収入 16,283 10,696

その他 4,716 5,503

営業外収益合計 67,780 63,011

営業外費用   

支払利息 12,013 12,603

不動産賃貸費用 21,654 21,274

その他 2,906 2,265

営業外費用合計 36,575 36,143

経常損失（△） △55,846 △231,284

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 700

特別利益合計 － 700

税引前四半期純損失（△） △55,846 △230,584

法人税等 1,354 704

四半期純損失（△） △57,200 △231,289
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 119,943 369,355

売上原価 195,901 320,011

売上総利益又は売上総損失（△） △75,957 49,344

販売費及び一般管理費 74,764 63,132

営業損失（△） △150,722 △13,788

営業外収益   

受取利息 8 23

受取賃貸料 15,588 15,588

助成金収入 16,283 2,001

その他 1,478 1,603

営業外収益合計 33,358 19,217

営業外費用   

支払利息 4,226 4,845

不動産賃貸費用 7,074 7,059

その他 969 2,207

営業外費用合計 12,271 14,112

経常損失（△） △129,634 △8,683

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － △1,300

特別利益合計 － △1,300

税引前四半期純損失（△） △129,634 △9,983

法人税等 △26,995 240

四半期純損失（△） △102,638 △10,224
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該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

（１）生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 

 当第３四半期累計期間の生産実績を製品別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によって示してあります。 

２．上記金額には消費税等を含んでおりません。 

②受注実績 

 当第３四半期累計期間の受注状況を製品別に示すと、次のとおりであります。 

1）受注高  

 （注） 上記金額には消費税等を含んでおりません。   

 2）受注残高  

 （注） 上記金額には消費税等を含んでおりません。  

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

製品別 
前第３四半期累計期間 
自 平成21年12月１日 
至 平成22年８月31日 

当第３四半期累計期間 
自 平成22年12月１日 
至 平成23年８月31日 

  
前年同四半期比（％）  

  

プレス（千円）  1,792,666  698,666  39.0

その他の機械工事（千円）  20,981  22,723  108.3

合計（千円）  1,813,647  721,389  39.8

製品別 
前第３四半期累計期間 
(自 平成21年12月１日 
至 平成22年８月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年12月１日 
至 平成23年８月31日) 

  
前年同四半期比（％）  

  

プレス（千円）  1,037,476  1,177,831  113.5

その他の機械工事（千円）  19,091  41,463  217.2

合計（千円）  1,056,567  1,219,294  115.4

製品別 
前第３四半期累計期間 
(自 平成21年12月１日 
至 平成22年８月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年12月１日 
至 平成23年８月31日) 

  
前年同四半期比（％）  

  

プレス（千円）  904,308  1,024,269  113.3

その他の機械工事（千円）  16,080  37,500  233.2

合計（千円）  920,388  1,061,769  115.4
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