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1. 平成26年11月期第1四半期の連結業績（平成25年12月1日～平成26年2月28日）

(2) 連結財政状態

(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 ％

26年11月期第1四半期 3,426 18.8 △16 ― 28 △75.2 43 △66.3
25年11月期第1四半期 2,883 △17.0 △17 ― 114 ― 128 ―

（注）包括利益 26年11月期第1四半期 475百万円 （△31.0％） 25年11月期第1四半期 689百万円 （539.8％）

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

26年11月期第1四半期 2.53 ―
25年11月期第1四半期 6.75 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年11月期第1四半期 16,402 10,138 61.1
25年11月期 16,764 9,710 57.3
（参考）自己資本 26年11月期第1四半期 10,019百万円 25年11月期 9,602百万円

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

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

25年11月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
26年11月期 ―
26年11月期（予想） 0.00 ― 3.00 3.00

3. 平成26年11月期の連結業績予想（平成25年12月 1日～平成26年11月30日）

（％表示は、対前期増減率）

（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）当社は年次での業務管理を行っておりますので、第２四半期（累計）の連結業績予想の記載を省略しております。詳細は、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決
算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

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 17,000 2.5 250 △19.3 200 △63.5 100 32.4 5.83
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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（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。

(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
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、金融商品取引法に基づく四
半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。

※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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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条件及び
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）連結業績予想などの将来予測情報に関す
る説明」をご覧ください。

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 26年11月期1Q 19,354,596 株 25年11月期 19,354,596 株
② 期末自己株式数 26年11月期1Q 2,207,847 株 25年11月期 2,207,727 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年11月期1Q 17,146,794 株 25年11月期1Q 19,091,735 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間（平成25年12月１日～平成26年２月28日）におけるわが国経済は、政府等による経済

政策や金融政策を背景に企業業績に改善の兆しが見られましたが、中国をはじめとする新興国経済の減速や円安に

よる原材料価格の高騰等により、依然として先行き不透明な状況で推移しました。 

このような市場環境の下、当社グループは、提案型営業力の強化や新たな販路獲得に努めてまいりました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は3,426百万円（前年同四半期比18.8％増）、営業損益は16百万

円の損失（前年同四半期は17百万円の損失）、経常損益は28百万円の利益（前年同四半期比75.2％減）、四半期純

損益は43百万円の利益（前年同四半期比66.3％減）となりました。 

   

（商社事業） 

商社事業につきましては、3Ｄプリンタの販売等が堅調に推移し前年同四半期に比べて売上高は増加いたしまし

たが、損益面は円安の影響等による仕入コスト等の増加により悪化いたしました。 

  

（プリフォーム事業） 

プリフォーム事業につきましては、既存取引先への拡販や新たな販路獲得等によりプリフォームの販売が好調に

推移し、前年同四半期に比べて売上高は増加し黒字転換いたしました。 

  

（その他の事業） 

その他の事業につきましては、輸送用リサイクルプラスチックパレットの販売数量が低調に推移し、前年同四半

期に比べて売上高は減少いたしましたが、前期に実施いたしました事業構造改革の効果により黒字転換いたしまし

た。 

  

   

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は7,919百万円となり、前連結会計年度末に比べ626百万円減少い

たしました。これは主に、商品及び製品が増加したものの、現金及び預金が減少したことによるものであります。

固定資産は8,483百万円となり、前連結会計年度末に比べ265百万円増加いたしました。これは主に、有形固定資産

が増加したことによるものであります。 

その結果、総資産は16,402百万円となり、前連結会計年度末に比べ361百万円減少いたしました。 

  

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における流動負債は4,710百万円となり、前連結会計年度末に比べ679百万円減少い

たしました。これは主に、前受金が増加したものの、支払手形及び買掛金、短期借入金が減少したことによるもの

であります。固定負債は1,554百万円となり、前連結会計年度末に比べ109百万円減少いたしました。これは主に、

長期借入金が減少したことによるものであります。 

その結果、負債合計は6,264百万円となり、前連結会計年度末に比べ788百万円減少いたしました。 

  

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は10,138百万円となり、前連結会計年度末に比べ427百万円増

加いたしました。これは主に、資本剰余金が配当により減少したものの、円安傾向により為替換算調整勘定が増加

したことによるものであります。 

その結果、自己資本比率は61.1％（前連結会計年度末は57.3％）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 

連結業績予想につきましては、平成26年１月10日に公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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） 

税金費用については、当第１四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。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

   

   

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25年11月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成26年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,716,611 2,492,801

受取手形及び売掛金 2,427,932 2,411,891

商品及び製品 1,077,303 1,645,015

原材料及び貯蔵品 562,410 595,367

前渡金 488,137 373,220

その他 274,151 401,598

貸倒引当金 △454 △424

流動資産合計 8,546,093 7,919,470

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,982,237 2,100,462

機械装置及び運搬具（純額） 2,491,268 2,591,889

土地 55,308 55,308

リース資産（純額） 322,779 306,083

建設仮勘定 25,420 74,440

その他（純額） 675,072 690,832

有形固定資産合計 5,552,086 5,819,017

無形固定資産   

ソフトウエア 12,880 10,782

その他 561,268 628,195

無形固定資産合計 574,149 638,977

投資その他の資産   

投資有価証券 409,046 390,576

関係会社出資金 1,300,697 1,278,620

敷金及び保証金 231,999 205,583

繰延税金資産 22,897 25,074

その他 149,145 146,051

貸倒引当金 △21,769 △20,541

投資その他の資産合計 2,092,017 2,025,363

固定資産合計 8,218,253 8,483,357

資産合計 16,764,346 16,402,828
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年11月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成26年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,321,741 1,578,746

短期借入金 1,460,505 1,301,323

1年内償還予定の社債 36,000 36,000

未払費用 348,160 263,105

未払法人税等 42,272 11,523

前受金 699,955 1,071,583

リース債務 93,865 78,718

受注損失引当金 315 2,012

未払金 317,512 329,423

繰延税金負債 16,956 1,574

その他 52,961 36,724

流動負債合計 5,390,245 4,710,735

固定負債   

社債 94,000 84,000

長期借入金 1,187,101 1,115,797

繰延税金負債 141,902 133,482

リース債務 232,001 213,431

その他 8,371 7,299

固定負債合計 1,663,377 1,554,010

負債合計 7,053,623 6,264,745

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,527,829 5,527,829

資本剰余金 2,252,219 2,200,778

利益剰余金 1,812,201 1,855,619

自己株式 △922,916 △922,946

株主資本合計 8,669,334 8,661,282

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 66,224 54,437

繰延ヘッジ損益 11,766 1,282

為替換算調整勘定 854,800 1,302,353

その他の包括利益累計額合計 932,791 1,358,072

少数株主持分 108,596 118,727

純資産合計 9,710,723 10,138,082

負債純資産合計 16,764,346 16,402,828
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年２月28日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26年２月28日) 

売上高 2,883,518 3,426,655

売上原価 2,252,340 2,757,786

売上総利益 631,178 668,869

販売費及び一般管理費 648,994 685,607

営業損失（△） △17,816 △16,738

営業外収益   

受取利息 1,762 2,751

為替差益 124,905 85,518

持分法による投資利益 21,570 －

その他 20,035 7,078

営業外収益合計 168,274 95,348

営業外費用   

支払利息 28,078 28,810

支払手数料 1,567 1,544

持分法による投資損失 － 16,760

その他 6,028 3,077

営業外費用合計 35,673 50,192

経常利益 114,783 28,418

特別利益   

固定資産売却益 － 21,646

移転補償金 153,010 －

特別利益合計 153,010 21,646

特別損失   

固定資産売却損 44,945 －

固定資産除却損 35,393 －

工場移転費用 43,824 －

特別損失合計 124,162 －

税金等調整前四半期純利益 143,631 50,065

法人税、住民税及び事業税 10,407 10,842

法人税等調整額 463 △11,229

法人税等合計 10,870 △386

少数株主損益調整前四半期純利益 132,760 50,451

少数株主利益 3,964 7,033

四半期純利益 128,795 43,418
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年２月28日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26年２月28日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 132,760 50,451

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 23,097 △11,787

繰延ヘッジ損益 4,246 △10,484

為替換算調整勘定 547,526 453,247

持分法適用会社に対する持分相当額 △17,677 △5,695

その他の包括利益合計 557,192 425,280

四半期包括利益 689,953 475,732

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 676,646 465,601

少数株主に係る四半期包括利益 13,306 10,131
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該当事項はありません。 

   

   

当社は、平成26年２月27日開催の第38期定時株主総会決議に基づき下記の通り、配当の原資を資本剰余金とする

配当をいたしました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間末において資本剰余金が2,200,778千円となっております。 

   

   

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成26年２月27日 

定時株主総会 
普通株式  51,440 3.00 平成25年11月30日 平成26年２月28日 資本剰余金 
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