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1. 平成26年11月期第2四半期の連結業績（平成25年12月1日～平成26年5月31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2四半期 9,426 10.9 1,254 95.2 1,412 23.9 1,181 34.4
25年11月期第2四半期 8,503 3.8 642 21.9 1,139 84.8 879 730.3

（注）包括利益 26年11月期第2四半期 2,154百万円 （△55.8％） 25年11月期第2四半期 4,871百万円 （346.1％）

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2四半期 59.57 ―
25年11月期第2四半期 42.57 ―

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

26年11月期第2四半期 53,947 50,588 93.8 2,590.69
25年11月期 53,741 50,120 93.3 2,494.34
（参考）自己資本 26年11月期第2四半期 50,588百万円 25年11月期 50,120百万円

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 ― 16.00 ― 16.00 32.00
26年11月期 ― 17.00
26年11月期（予想） ― 17.00 34.00

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 ： 有  

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 20,000 9.6 2,800 44.5 3,100 18.0 2,300 26.8 117.00



(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 

(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き四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に
対する四半期レビュー手続き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 
上記の業績予想は、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、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。 

※ 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2Q 20,788,590 株 25年11月期 20,788,590 株
② 期末自己株式数 26年11月期2Q 1,261,676 株 25年11月期 694,851 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年11月期2Q 19,838,718 株 25年11月期2Q 20,654,288 株
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営業環境全般は盛上がりに欠けるものの、為替円安や付加価値の高い製品向けの需要が堅調に推移し

たことから、売上高は前年同期比10.9％増となる9,426百万円となりました。 

収益面では、新製品投入効果と原価低減活動の成果、そして効率の良い在庫投資などによって売上総

利益段階から増益を確保しています。営業利益は、前年同期比95.2％増となる1,254百万円、経常利益

は、同23.9％増となる1,412百万円となり、四半期純利益は同34.4％増となる1,181百万円となっており

ます。 

セグメント別の状況ですが、「日本」では、高付加価値志向の高まりをうまくとらえた新製品の開

発・投入や主力事業以外の地道な取組みが奏功し、増収を確保しています。収益面では、全社をあげて

の原価低減努力と効率の高い在庫投資への心配りが奏功して増益を果たしました。当第２四半期連結累

計期間におけるこの地区での売上高は前年同期比7.1％増の5,913百万円(セグメント間取引消去を含

む。以下同じ。)、セグメント利益(営業利益)は同75.2％増となる671百万円となっております。 

日本を除く「アジア」では、動きのよいスマホ・自動車関連向けなどでイイモノ志向が感じられ、当

社もこれらの需要を狙った新製品投入を強化したことから、増収増益を確保しております。この地区で

の売上高は同7.4％増となる4,430百万円、セグメント利益(営業利益)は同118.6％増となる420百万円と

なっております。 

欧米では、大きな動きはありませんでした。「北米」での売上高は同15.4％増となる665百万円、セ

グメント利益(営業利益)は同44.4％増となる46百万円となっており、「欧州」での売上高は同35.1％増

の515百万円、セグメント利益(営業利益)は同119.6％増となる55百万円となっております。 

  

（２）財政状態に関する説明 

①資産、負債および純資産の状況  

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、53,947百万円(前連結会計年度末比206百万円増)とな

りました。 

流動資産合計は、23,690百万円(同1,455百万円減)となりました。主な変動要因は、有価証券（同

1,802百万円減)であります。 

固定資産合計は、30,257百万円(同1,662百万円増)となっております。このうち、有形固定資産合

計は、18,850百万円(同224百万円減)となっております。主な変動要因は、機械装置及び運搬具(同

349百万円減)であります。その他、投資その他の資産合計が11,320百万円(同1,886百万円増)となっ

ております。これは主に、投資有価証券(同1,909百万円増)によるものであります。 

負債合計は、3,359百万円(同261百万円減)となりました。流動負債合計は、2,372百万円(同508百

万円減)となりました。主な変動要因は、未払費用(同337百万円増)と未払法人税等(同473百万円減)

であります。その他、昨年計上した厚生年金基金脱退損失引当金がなくなりました(昨年359百万円計

上)。固定負債は、986百万円(同247百万円増)となりました。これは主に、繰延税金負債（同243百万

円増）によるものであります。 

純資産合計は、50,588百万円(同467百万円増)となりました。株主資本が48,190百万円(同505百万

円減)、その他の包括利益累計額が2,397百万円(同973百万円増)となっております。主な変動項目

は、自己株式(同1,365百万円増)とその他有価証券評価差額金(同350百万円増)および為替換算調整勘

定(同622百万円増)であります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ45百

万円減少し7,993百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは1,559百万円の収入(前年同期は2,905百万円の収入)となって

おります。主なキャッシュ・イン項目は、税金等調整前四半期純利益1,670百万円、減価償却費1,044

百万円であり、主なキャッシュ・アウト項目は、たな卸資産の増加額336百万円と法人税等の支払額

807百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは106百万円の支出(前年同期は444百万円の収入)となっており

ます。主なキャッシュ・イン項目は、投資有価証券の売却及び償還による収入422百万円と有価証券

の売却及び償還による収入1,801百万円であり、主なキャッシュ・アウト項目は、有形固定資産の取

得による支出432百万円と投資有価証券の取得による支出1,515百万円であります。 

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
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは1,687百万円の支出(前年同期は1,266百万円の支出)となって

おります。これは、自己株式の取得による支出1,365百万円と配当金の支払いによる支出322百万円に

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 

付加価値志向の高まりや為替メリットの享受は続くものと考えており、下期も堅調な推移を想定して

おります。当社は、新製品の開発・投入と原価低減を推進してまいります。本日、平成26年１月14日公

表の平成26年11月期通期業績予想を以下の通り修正することといたしましたので、ご承知置ください。

(単位：百万円) 

  
２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 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 

 該当事項はありません。 

  
（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。 

    平成25年11月期 平成26年11月期 比  較

    実績(A) 前回予想(B) 今回修正後(C) 前年実績比(C/A) 前回予想比(C/B)

  売上高 18,247 19,600 20,000 +9.6％ +2.0％

  営業利益 1,938 2,550 2,800 +44.5％ +9.8％

  経常利益 2,627 2,870 3,100 +18.0％ +8.0％

  当期純利益 1,813 1,960 2,300 +26.8％ +17.3％
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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２四半期連結会計期間 
(平成26年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,085,306 8,430,768

受取手形及び売掛金 6,447,996 6,155,862

有価証券 3,003,067 1,200,374

商品及び製品 4,293,430 4,365,969

仕掛品 773,533 902,974

原材料及び貯蔵品 1,637,371 1,755,244

その他 932,524 910,506

貸倒引当金 △26,921 △31,253

流動資産合計 25,146,307 23,690,446

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,413,207 5,348,081

機械装置及び運搬具（純額） 7,553,300 7,203,620

工具、器具及び備品（純額） 163,570 171,060

土地 5,754,103 5,770,970

建設仮勘定 190,566 356,697

有形固定資産合計 19,074,748 18,850,431

無形固定資産 86,017 85,814

投資その他の資産   

投資有価証券 8,876,217 10,786,076

繰延税金資産 99,649 95,336

その他 461,429 441,723

貸倒引当金 △3,259 △2,328

投資その他の資産合計 9,434,036 11,320,808

固定資産合計 28,594,803 30,257,054

資産合計 53,741,110 53,947,501
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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２四半期連結会計期間 
(平成26年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 673,273 698,020

未払金 100,422 116,370

未払費用 636,402 973,541

未払法人税等 722,770 249,157

賞与引当金 211,185 256,487

厚生年金基金脱退損失引当金 359,573 －

その他 177,214 79,096

流動負債合計 2,880,842 2,372,674

固定負債   

長期未払金 239,008 239,008

繰延税金負債 442,629 686,219

その他 58,009 61,484

固定負債合計 739,647 986,711

負債合計 3,620,489 3,359,386

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,998,505 2,998,505

資本剰余金 3,020,484 3,020,484

利益剰余金 44,201,371 45,061,576

自己株式 △1,523,860 △2,889,616

株主資本合計 48,696,501 48,190,949

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,551,245 1,901,315

為替換算調整勘定 △127,125 495,849

その他の包括利益累計額合計 1,424,119 2,397,165

純資産合計 50,120,621 50,588,114

負債純資産合計 53,741,110 53,947,501
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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24年12月１日 
 至 平成25年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26年５月31日) 

売上高 8,503,153 9,426,289

売上原価 5,861,586 6,097,051

売上総利益 2,641,566 3,329,238

販売費及び一般管理費 1,998,950 2,075,090

営業利益 642,616 1,254,148

営業外収益   

受取利息 23,589 27,042

受取配当金 60,672 41,458

固定資産賃貸料 35,019 34,781

スクラップ売却益 19,539 43,954

為替差益 369,939 17,259

その他 34,484 40,098

営業外収益合計 543,244 204,595

営業外費用   

支払利息 482 98

売上割引 12,241 12,068

減価償却費 19,825 15,639

自己株式取得費用 9,912 7,144

その他 3,532 11,087

営業外費用合計 45,993 46,038

経常利益 1,139,867 1,412,705

特別利益   

固定資産売却益 1,645 345

投資有価証券売却益 137,232 257,376

特別利益合計 138,878 257,722

税金等調整前四半期純利益 1,278,745 1,670,427

法人税、住民税及び事業税 486,198 320,214

法人税等調整額 △86,701 168,509

法人税等合計 399,497 488,723

少数株主損益調整前四半期純利益 879,247 1,181,704

四半期純利益 879,247 1,181,704
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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24年12月１日 
 至 平成25年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 879,247 1,181,704

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,143,865 350,070

為替換算調整勘定 2,848,051 622,975

その他の包括利益合計 3,991,916 973,046

四半期包括利益 4,871,164 2,154,750

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,871,164 2,154,750

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

(単位：千円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26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 1,278,745 1,670,427

減価償却費 1,069,169 1,044,768

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,571 4,265

受取利息及び受取配当金 △84,262 △68,501

支払利息 482 98

為替差損益（△は益） △267,838 △32,849

売上債権の増減額（△は増加） 929,937 498,346

たな卸資産の増減額（△は増加） 169,074 △336,193

仕入債務の増減額（△は減少） △433,446 △77,859

未払消費税等の増減額（△は減少） △62,048 △25,686

その他の流動負債の増減額（△は減少） 159,676 △56,113

その他 193,158 △321,857

小計 2,949,078 2,298,844

利息及び配当金の受取額 84,262 68,501

利息の支払額 △482 △98

法人税等の支払額 △126,898 △807,695

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,905,959 1,559,552

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △582,820 △432,482

有価証券の取得による支出 △300,000 －

有価証券の売却及び償還による収入 1,200,812 1,801,428

投資有価証券の取得による支出 △1,704,622 △1,515,916

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,552,059 422,671

その他 279,455 △381,982

投資活動によるキャッシュ・フロー 444,884 △106,281

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △312,885 △322,096

自己株式の取得による支出 △953,470 △1,365,756

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,266,356 △1,687,852

現金及び現金同等物に係る換算差額 732,355 189,187

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,816,843 △45,394

現金及び現金同等物の期首残高 6,054,969 8,038,966

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,871,812 7,993,571
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 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） 

当第２四半期連結会計期間末の株主資本は、前連結会計年度末比505,552千円減少しておりま

す。これは、主に四半期純利益の計上に伴う利益剰余金の860,204千円の増加と自己株式1,365,756

千円の増加によります。当社は、平成25年10月４日付の取締役会決議に基づき、平成25年12月１日

から平成26年１月28日まで、および平成26年４月４日付の取締役会決議に基づき、平成26年４月７

日から平成26年５月31日まで自己株式の取得を行ないました。 

  
（セグメント情報等） 

Ⅰ 前第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 

（単位：千円）

  (注)１ セグメント利益の調整額9,265千円は、セグメント間取引消去によるものであります。 

    ２ 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なっております。 

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

（単位：千円）

  (注)１ セグメント利益の調整額59,572千円は、セグメント間取引消去によるものであります。 

    ２ 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なっております。 

     

（重要な後発事象） 

     該当事項はありません。 

  

（４）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）

 
報告セグメント 調整額 

（注1）

四半期連結 
損益計算書 
計上額(注2)日本 アジア 北米 欧州 計

売上高              

  外部顧客への売上高 3,535,606 4,009,930 576,714 380,902 8,503,153 - 8,503,153
  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

1,984,928 116,977 84 449 2,102,440 △2,102,440 -

計 5,520,535 4,126,908 576,799 381,352 10,605,594 △2,102,440 8,503,153

セグメント利益 383,022 192,473 32,438 25,415 633,350 9,265 642,616
 

 
報告セグメント 調整額 

（注1）

四半期連結 
損益計算書 
計上額(注2)日本 アジア 北米 欧州 計

売上高              

  外部顧客への売上高 3,937,317 4,308,295 665,603 515,073 9,426,289 - 9,426,289
  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

1,976,274 122,192 - - 2,098,467 △2,098,467 -

計 5,913,591 4,430,487 665,603 515,073 11,524,756 △2,098,467 9,426,289

セグメント利益 671,239 420,699 46,829 55,806 1,194,576 59,572 1,254,148
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４．補足情報 

（１）部門別の状況 

     当第２四半期連結累計期間（自 平成25年12月１日 至 平成26年５月31日） 

  
（２）海外売上高 

     当第２四半期連結累計期間（自 平成25年12月１日 至 平成26年５月31日） 

  
（３）為替換算レートと為替変動の影響試算額 

  
（４）設備投資、減価償却費および研究開発費の状況 

  

 
切削工具事業 

(千円)

その他の事業 

(千円)

計

(千円)

消去又は全社

(千円)

連結

(千円)

売上高          

 (1)外部顧客に対する 

   売上高
8,691,441 734,847 9,426,289 - 9,426,289

 (2)セグメント間の内部 

   売上高又は振替高
- 22,224 22,224 (22,224) -

計 8,691,441 757,072 9,448,514 (22,224) 9,426,289

営業利益 1,246,337 43,426 1,289,764 (35,616) 1,254,148
 

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 4,912,435 645,327 507,077 76,302 6,141,143

Ⅱ 連結売上高(千円)         9,426,289

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％)
52.1 6.8 5.4 0.8 65.1

 

    ＵＳ＄ ＥＵＲ ＮＴ＄ ＲＭＢ

前第２四半期連結累計期間 実績     94.05円   120.73円     3.15円     15.16円

当第２四半期連結累計期間 計画    100.00    135.00     3.30     15.50

  実績    102.92    141.65    3.37     16.59

当連結会計年度業績予想値 計画    101.00    138.00     3.30     16.00
 

  設備投資 減価償却費 研究開発費

前第２四半期連結累計期間         548 百万円       1,159 百万円     665 百万円

当第２四半期連結累計期間         437       1,125         642

前連結会計年度       1,033       2,417       1,375

当連結会計年度(計画)       1,425       2,279       1,387
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