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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

25年11月期第２四半期  23,323  16.2  1,072  △3.3  1,322  9.5  730  17.8

24年11月期第２四半期  20,066  25.7  1,109  158.2  1,207  142.7  619  106.2

（注）包括利益 25年11月期第２四半期 1,323百万円（ ％） 79.2   24年11月期第２四半期 738百万円 （ ％） 168.5

  
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 

25年11月期第２四半期  80.54  －

24年11月期第２四半期  68.35  －

  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 

25年11月期第２四半期  29,040  15,089  50.2  1,609.16

24年11月期  28,174  13,866  47.8  1,486.38

（参考）自己資本 25年11月期第２四半期 14,587百万円   24年11月期 13,474百万円 

  
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 
24年11月期  － 9.00 － 11.00  20.00

25年11月期  － 10.00     

25年11月期（予想）     － 11.00  21.00

（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．平成25年11月期の連結業績予想（平成24年12月１日～平成25年11月30日）

  （％表示は、対前期増減率）

  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  44,500  6.0  2,400  3.8  2,550  2.2  1,400  2.5  154.43

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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： 有

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成

に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年11月期２Ｑ 9,327,700株 24年11月期 9,327,700株

②  期末自己株式数 25年11月期２Ｑ 262,359株 24年11月期 262,359株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年11月期２Ｑ 9,065,341株 24年11月期２Ｑ 9,065,385株

 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す。

 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

提となる仮定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、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関す

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。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権による金融・経済対策の効果の期待感から、円安・

株高基調により、緩やかな景気回復の兆しがみられました。アジア経済は底堅く推移いたしましたが、中国経済

は減速傾向が強まりました。一方、アメリカ経済は、雇用や住宅問題の改善などを背景に、緩やかな回復基調で

ありました。 

このような状況の中で、当社グループは、日米中亜の４極体制の力を結集し、真のグローバル企業を目指すべ

く、各国間取引の拡大、海外商品の発掘、海外サービスの充実を推し進めてまいりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比 ％増）、営業利益は 百万

円（同 ％減）、経常利益は 百万円（同 ％増）、四半期純利益は 百万円（同 ％増）となりまし

た。 

  

セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

（産業機械）  

産業機械部門では、前期におけるタイの洪水復興特需の反動もありましたが、自動車業界向けが好調に推移し

た結果、売上高は増加いたしました。また、前期に買収しましたＩＴＩ社の業績も好調でありました。営業利益

におきましては、営業部門の増員等で人件費が増加いたしました。  

この結果、当部門の売上高は 百万円（前年同期比 ％増）、営業利益は 百万円（同 ％減）と

なりました。 

   

（建設機械）  

建設機械部門の環境は依然として厳しい状況ではありますが、第１四半期に引続き、基礎業界向けにクレー

ン・基礎機械の販売が堅調でありました。  

この結果、当部門の売上高は 百万円（前年同期比 ％増）営業利益は 百万円（同 ％増）となり

ました。 

  

（その他） 

当セグメントは、保険部門の業績を示しております。 

当部門の売上高は 百万円（前年同期比 ％増）、営業利益は 百万円（同 ％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 資産・負債及び純資産の状況 

（総資産）  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 百万円増

加いたしました。これは主に、現金及び預金の減少（前期末比 百万円減）、有価証券の増加（同 百万

円増）、投資有価証券の増加（同 百万円増）によるものであります。 

（負債）  

当第２四半期連結会計期間末における負債は 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 百万円減少

いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少（前期末比 百万円減）、電子記録債務の増加（同

百万円増）、未払法人税等の減少（同 百万円減）、前受金の減少（同 百万円減）によるものであります。 

（純資産）  

当第２四半期連結会計期間末における純資産は 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 百万円

増加いたしました。これは主に、当第２四半期純利益の計上（ 百万円）、剰余金の配当（ 百万円）、その他

有価証券評価差額金の増加（前期末比 百万円増）、為替換算調整勘定の増加（同 百万円増）によるもので

あります。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年11月期通期の連結業績予想につきましては、平成25年１月15日の「平成24年11月期決算短信」におい

て公表いたしました業績予想から変更はありません。   

１．当四半期決算に関する定性的情報

23,323 16.2 1,072

3.3 1,322 9.5 730 17.8

19,804 12.0 1,296 5.2

3,496 48.0 160 46.6

22 20.2 10 93.0

29,040 865

1,772 2,399

230

13,950 358

147 520

237 442

15,089 1,223

730 99

139 343
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動  

該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用の計算については、当第２四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。  

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成24年11月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,544,756 5,772,722

受取手形及び売掛金 10,227,946 10,571,826

電子記録債権 94,488 245,989

有価証券 300,000 2,699,911

商品及び製品 1,567,932 1,724,248

仕掛品 8,234 8,672

原材料及び貯蔵品 5,645 5,390

繰延税金資産 170,366 215,735

その他 1,687,990 915,747

貸倒引当金 △42,092 △44,117

流動資産合計 21,565,267 22,116,127

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,121,403 1,359,114

減価償却累計額 △498,001 △523,760

建物及び構築物（純額） 623,401 835,354

機械装置及び運搬具 282,857 315,160

減価償却累計額 △262,462 △292,162

機械装置及び運搬具（純額） 20,395 22,997

工具、器具及び備品 263,178 308,555

減価償却累計額 △213,725 △240,426

工具、器具及び備品（純額） 49,452 68,129

貸与資産 2,102,936 2,108,290

減価償却累計額 △1,673,273 △1,707,725

貸与資産（純額） 429,663 400,565

土地 2,908,961 2,923,759

建設仮勘定 150,733 51,079

有形固定資産合計 4,182,607 4,301,886

無形固定資産   

のれん 338,380 327,618

その他 92,347 128,253

無形固定資産合計 430,728 455,872

投資その他の資産   

投資有価証券 1,243,474 1,473,979

長期預金 500,000 500,000

繰延税金資産 76,946 5,510

その他 309,118 321,971

貸倒引当金 △133,486 △135,300

投資その他の資産合計 1,996,053 2,166,160

固定資産合計 6,609,388 6,923,918

資産合計 28,174,656 29,040,046
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年11月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,725,051 9,577,906

電子記録債務 790,745 1,310,879

短期借入金 78,600 －

1年内返済予定の長期借入金 44,016 51,805

未払法人税等 673,752 436,519

その他 2,387,344 1,846,466

流動負債合計 13,699,510 13,223,578

固定負債   

長期借入金 176,064 207,222

繰延税金負債 386 94,779

退職給付引当金 41,011 43,077

役員退職慰労引当金 169,859 161,335

再評価に係る繰延税金負債 184,661 184,661

その他 36,759 35,489

固定負債合計 608,742 726,566

負債合計 14,308,252 13,950,145

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,414,415 1,414,415

資本剰余金 1,300,391 1,300,391

利益剰余金 11,204,059 11,834,508

自己株式 △211,828 △211,828

株主資本合計 13,707,038 14,337,486

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 79,068 218,149

土地再評価差額金 299,043 299,043

為替換算調整勘定 △610,597 △267,097

その他の包括利益累計額合計 △232,484 250,096

少数株主持分 391,850 502,317

純資産合計 13,866,403 15,089,900

負債純資産合計 28,174,656 29,040,046
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 

 至 平成24年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 

 至 平成25年５月31日) 

売上高 20,066,204 23,323,562

売上原価 17,103,234 20,073,112

売上総利益 2,962,970 3,250,449

割賦販売未実現利益戻入額 14,066 13,012

割賦販売未実現利益繰入額 7,379 19,439

差引売上総利益 2,969,657 3,244,022

販売費及び一般管理費 1,859,792 2,171,149

営業利益 1,109,864 1,072,873

営業外収益   

受取利息 29,951 26,351

受取配当金 7,708 4,443

固定資産売却益 15,552 6,367

為替差益 25,663 192,248

不動産賃貸料 28,850 38,225

雑収入 22,442 20,625

営業外収益合計 130,169 288,261

営業外費用   

支払利息 735 2,660

不動産賃貸費用 29,872 31,266

雑損失 2,160 4,917

営業外費用合計 32,768 38,843

経常利益 1,207,265 1,322,290

特別利益   

固定資産売却益 － 158

投資有価証券売却益 － 3,303

退職給付制度改定益 15,729 －

特別利益合計 15,729 3,461

特別損失   

固定資産除却損 3,290 837

投資有価証券売却損 － 29

特別損失合計 3,290 867

税金等調整前四半期純利益 1,219,704 1,324,884

法人税、住民税及び事業税 580,432 561,153

法人税等合計 580,432 561,153

少数株主損益調整前四半期純利益 639,271 763,730

少数株主利益 19,622 33,563

四半期純利益 619,648 730,167
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 

 至 平成24年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 

 至 平成25年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 639,271 763,730

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,208 137,442

土地再評価差額金 22,590 －

為替換算調整勘定 75,619 422,691

その他の包括利益合計 99,418 560,133

四半期包括利益 738,690 1,323,864

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 707,863 1,212,749

少数株主に係る四半期包括利益 30,827 111,115
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該当事項はありません。   

  

該当事項はありません。  

   

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成23年12月１日 至平成24年５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  

      （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険の代理店業を行

っております。  

         ２．セグメント利益の調整額 千円は、各セグメントに帰属していない当社の管理部門に係

る費用等であります。 

         ３．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。 

   

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成24年12月１日 至平成25年５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  

      （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険の代理店業を行

っております。  

         ２．セグメント利益の調整額 千円は、各セグメントに帰属していない当社の管理部門に係

る費用等であります。 

         ３．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。 

   

（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

（５）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書

計上額 
（注）３ 

産業機械 建設機械 計 

売上高            

外部顧客への

売上高 
 17,684,420  2,363,217  20,047,637  18,566  20,066,204    －  20,066,204

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  －  －     －      －     －      －

計  17,684,420  2,363,217  20,047,637  18,566  20,066,204    －  20,066,204

セグメント利益  1,368,276  109,277  1,477,554  5,393  1,482,947  △373,083  1,109,864

△373,083

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書

計上額 
（注）３ 

産業機械 建設機械 計 

売上高            

外部顧客への

売上高 
 19,804,861  3,496,381  23,301,242  22,319  23,323,562    －  23,323,562

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  －  －     －      －     －      －

計  19,804,861  3,496,381  23,301,242  22,319  23,323,562    －  23,323,562

セグメント利益  1,296,756  160,153  1,456,909  10,410  1,467,319  △394,446  1,072,873

△394,446
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