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（２）連結財政状態 
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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  48,180  △2.2  2,434  △7.4  2,684  △2.9  1,639  △11.8

24年11月期第２四半期  49,270  17.1  2,629  2.5  2,765  5.3  1,859  45.2

（注）包括利益 25年11月期第２四半期 6,647百万円（ ％） 199.5   24年11月期第２四半期 2,219百万円（ ％） 90.6

  
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  21.63  －

24年11月期第２四半期  24.50  －

  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  131,474  75,868  57.1  989.82

24年11月期  117,792  70,046  58.8  913.10

（参考）自己資本 25年11月期第２四半期 75,008百万円   24年11月期 69,211百万円

  
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  － 8.00 － 10.00 18.00

25年11月期  － 8.00    

25年11月期（予想）     － 10.00 18.00

（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  98,500  1.2  5,500  3.0  5,500  1.8  3,000  △0.8  39.58

（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 

   

  

（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： 無

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                      ： 有

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 88,478,858株 24年11月期 88,478,858株

②  期末自己株式数 25年11月期２Ｑ 12,699,115株 24年11月期 12,680,419株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年11月期２Ｑ 75,788,999株 24年11月期２Ｑ 75,906,646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ますが、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レビュー手続は終了しております。

本資料記載の業績予想は、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、上記の予想と

実績との間には、今後の様々な要因によって差異が生じる場合があります。
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 平成25年１月15日発表の数値と変更ありません。   

  

   

（１）連結範囲の変更 

①連結の範囲の変更  

 第１四半期連結会計期間より、重要性が増したため、安碧克（上海）貿易有限公司およびゴーセン・タイランド

社を連結の範囲に含めております。 

 また、㈱ニットーファミリーは、株式の追加取得により子会社となったため、第１四半期連結会計期間より、連

結の範囲に含めております。   

  

②持分法適用の範囲の変更  

 ㈱ニットーファミリーは、株式の追加取得により連結の範囲に含めたため、第１四半期連結会計期間より、持分

法適用の範囲から除外しております。 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、新規に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる当第２四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。   

    

１．業績予想に関する定性的情報

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：百万円）

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 13,489 16,779

受取手形及び売掛金 22,260 21,449

商品及び製品 15,193 15,655

仕掛品 6,545 6,863

原材料及び貯蔵品 2,145 2,664

繰延税金資産 1,177 1,408

その他 4,546 4,127

貸倒引当金 △142 △103

流動資産合計 65,215 68,845

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 22,565 22,986

機械装置及び運搬具（純額） 3,073 3,078

土地 7,386 7,389

建設仮勘定 364 1,651

その他（純額） 583 582

有形固定資産合計 33,973 35,688

無形固定資産   

のれん 321 284

その他 339 367

無形固定資産合計 661 651

投資その他の資産   

投資有価証券 12,341 21,039

長期貸付金 317 218

破産更生債権等 89 98

長期前払費用 225 199

前払年金費用 2,610 2,429

繰延税金資産 405 371

その他 2,091 2,086

貸倒引当金 △139 △154

投資その他の資産合計 17,942 26,288

固定資産合計 52,577 62,628

資産合計 117,792 131,474
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（単位：百万円）

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 10,415 10,563

短期借入金 10,775 15,135

1年内償還予定の社債 162 100

未払法人税等 866 1,361

繰延税金負債 38 0

引当金 435 679

その他 7,433 6,321

流動負債合計 30,126 34,163

固定負債   

社債 50 －

長期借入金 4,989 6,835

繰延税金負債 1,219 3,441

退職給付引当金 3,039 3,025

役員退職慰労引当金 85 57

長期預り敷金保証金 7,700 7,556

資産除去債務 337 339

その他 196 186

固定負債合計 17,619 21,443

負債合計 47,746 55,606

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,465 6,465

資本剰余金 4,543 4,543

利益剰余金 65,432 66,301

自己株式 △7,574 △7,586

株主資本合計 68,867 69,724

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 522 4,797

繰延ヘッジ損益 18 32

為替換算調整勘定 △196 454

その他の包括利益累計額合計 343 5,284

少数株主持分 835 859

純資産合計 70,046 75,868

負債純資産合計 117,792 131,474
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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：百万円）

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 49,270 48,180

売上原価 38,225 37,470

売上総利益 11,044 10,710

販売費及び一般管理費 8,415 8,276

営業利益 2,629 2,434

営業外収益   

受取利息 55 65

受取配当金 149 183

為替差益 13 285

その他 189 147

営業外収益合計 408 681

営業外費用   

支払利息 113 90

その他 158 341

営業外費用合計 272 431

経常利益 2,765 2,684

特別利益   

投資有価証券売却益 63 －

負ののれん発生益 212 －

特別利益合計 276 －

特別損失   

抱合せ株式消滅差損 31 －

特別損失合計 31 －

税金等調整前四半期純利益 3,010 2,684

法人税、住民税及び事業税 1,186 1,422

法人税等調整額 △98 △406

法人税等合計 1,087 1,016

少数株主損益調整前四半期純利益 1,923 1,668

少数株主利益 64 29

四半期純利益 1,859 1,639
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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：百万円）

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 1,923 1,668

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 345 4,263

繰延ヘッジ損益 △32 14

為替換算調整勘定 21 615

持分法適用会社に対する持分相当額 △37 85

その他の包括利益合計 295 4,979

四半期包括利益 2,219 6,647

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,151 6,575

少数株主に係る四半期包括利益 67 72
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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) 

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 3,010 2,684

減価償却費 1,688 1,600

のれん償却額 35 73

負ののれん発生益 △212 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8 △24

退職給付引当金の増減額（△は減少） △21 △41

前払年金費用の増減額（△は増加） 136 181

受取利息及び受取配当金 △205 △248

支払利息 113 90

持分法による投資損益（△は益） △36 45

投資有価証券売却損益（△は益） △63 △0

有形固定資産売却損益（△は益） － 1

固定資産除却損 17 22

売上債権の増減額（△は増加） 242 872

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,244 △1,081

仕入債務の増減額（△は減少） 861 154

その他 △1,091 △776

小計 3,222 3,552

利息及び配当金の受取額 206 442

補償金の受取額 － 199

利息の支払額 △113 △90

法人税等の支払額 △1,265 △988

法人税等の還付額 － 299

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,050 3,415

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 △3,210 △702

定期預金の払戻による収入 3 106

有価証券の償還による収入 503 －

固定資産の取得による支出 △2,399 △3,188

固定資産の売却による収入 10 58

投資有価証券の取得による支出 △56 △2,235

投資有価証券の売却及び償還による収入 622 201

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得によ
る収入

126 3

貸付けによる支出 △53 △628

貸付金の回収による収入 159 542

その他 △155 35

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,449 △5,807

ニッケ（日本毛織株式会社）（３２０１）　平成25年11月期　第２四半期決算短信

-7-



（単位：百万円）

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) 

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） 3,093 4,215

長期借入れによる収入 － 2,300

長期借入金の返済による支出 △427 △538

社債の償還による支出 △129 △112

自己株式の売却による収入 1 －

自己株式の取得による支出 △4 △12

配当金の支払額 △760 △757

長期預り敷金及び保証金の受入による収入 658 205

長期預り敷金及び保証金の返還による支出 △209 △404

その他 △18 △33

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,205 4,862

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 93

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △195 2,563

現金及び現金同等物の期首残高 10,247 13,525

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 50 102

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,101 16,191
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 該当事項はありません。   

   

   

 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）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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