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1. 平成26年11月期第3四半期の連結業績（平成25年12月1日～平成26年8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3四半期 14,432 8.1 2,068 72.1 2,321 33.6 1,816 36.7
25年11月期第3四半期 13,356 9.5 1,201 45.4 1,737 77.2 1,328 300.9

（注）包括利益 26年11月期第3四半期 2,863百万円 （△53.9％） 25年11月期第3四半期 6,209百万円 （554.3％）

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3四半期 92.23 ―
25年11月期第3四半期 64.62 ―

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3四半期 54,047 50,526 93.5 2,609.95
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3四半期 50,526百万円 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 ： 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 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3Q 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3Q 1,429,428 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3Q 19,695,298 株 25年11月期3Q 20,555,444 株
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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 

自動車関連向けやスマートフォン用電子部品向けの切削工具需要が堅調に推移するなか、為替円安や

高付加価値新製品の投入強化などにより、売上高は前年同期比8.1％増となる14,432百万円となりまし

た。 

収益面では、新製品投入効果と原価低減活動の成果により、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72.1％増となる2,068百万円、経常利益は同33.6％増となる2,321百万円とな

り、四半期純利益は同36.7％増となる1,816百万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、引続き高付加価値新製品の開発・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、新製品投入効果に加えて、全社をあげて

の原価低減努力が奏功して増益を果たしました。この地区での売上高は前年同期比7.2％増の9,175百万

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46.5％増となる1,097

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4.1％増となる6,794百万円、セグメント利益(営業利益)は同105.0％増となる719百万円と

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5.8％増となる997百万円、セグ

メント利益(営業利益)は同19.8％増となる73百万円となっており、「欧州」での売上高は同25.2％増の

794百万円、セグメント利益(営業利益)は同81.9％増となる92百万円となっております。 

  

（２）財政状態に関する説明 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は54,047百万円(前連結会計年度末比306百万円増)となりま

した。 

流動資産合計は23,663百万円(同1,482百万円減)となりました。主な変動要因は、有価証券（同2,203

百万円減)であります。 

固定資産合計は30,383百万円(同1,788百万円増)となっております。このうち、有形固定資産合計は

18,566百万円(同508百万円減)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591百万円

減)であります。その他、投資その他の資産合計が11,733百万円(同2,299百万円増)となっております。

これは主に、投資有価証券(同2,338百万円増)によるものであります。 

負債合計は3,520百万円(同99百万円減)となりました。流動負債合計は2,387百万円(同493百万円減)

となりました。主な変動要因は、未払法人税等(同493百万円減)、賞与引当金(同353百万円増)および厚

生年金基金脱退損失引当金(同359百万円減)であります。固定負債は1,133百万円(同393百万円増)とな

りました。これは主に、繰延税金負債（同390百万円増）によるものであります。 

純資産合計は50,526百万円(同405百万円増)となりました。株主資本が48,055百万円(同641百万円

減)、その他の包括利益累計額が2,471百万円(同1,046百万円増)となっております。主な変動項目は、

利益剰余金(同1,163百万円増)、自己株式(同1,804百万円減)、その他有価証券評価差額金(同636百万円

増)および為替換算調整勘定(同410百万円増)であります。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

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 

（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。 
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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３四半期連結会計期間 
(平成26年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,085,306 8,562,678

受取手形及び売掛金 6,447,996 6,454,611

有価証券 3,003,067 800,000

商品及び製品 4,293,430 4,414,802

仕掛品 773,533 1,020,569

原材料及び貯蔵品 1,637,371 1,683,735

その他 932,524 817,190

貸倒引当金 △26,921 △89,954

流動資産合計 25,146,307 23,663,633

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,413,207 5,266,058

機械装置及び運搬具（純額） 7,553,300 6,961,572

工具、器具及び備品（純額） 163,570 182,594

土地 5,754,103 5,770,914

建設仮勘定 190,566 385,152

有形固定資産合計 19,074,748 18,566,292

無形固定資産 86,017 84,314

投資その他の資産   

投資有価証券 8,876,217 11,214,893

繰延税金資産 99,649 77,278

その他 461,429 443,089

貸倒引当金 △3,259 △2,175

投資その他の資産合計 9,434,036 11,733,085

固定資産合計 28,594,803 30,383,693

資産合計 53,741,110 54,047,326
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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３四半期連結会計期間 
(平成26年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 673,273 746,052

未払金 100,422 125,236

未払費用 636,402 593,887

未払法人税等 722,770 229,378

賞与引当金 211,185 565,014

厚生年金基金脱退損失引当金 359,573 －

その他 177,214 128,173

流動負債合計 2,880,842 2,387,742

固定負債   

長期未払金 239,008 239,008

繰延税金負債 442,629 833,543

その他 58,009 60,535

固定負債合計 739,647 1,133,086

負債合計 3,620,489 3,520,828

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 45,364,441

自己株式 △1,523,860 △3,328,014

株主資本合計 48,696,501 48,055,417

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 2,187,314

為替換算調整勘定 △127,125 283,765

その他の包括利益累計額合計 1,424,119 2,471,080

純資産合計 50,120,621 50,526,497

負債純資産合計 53,741,110 54,047,326
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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３四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26年８月31日) 

売上高 13,356,784 14,432,562

売上原価 9,103,000 9,193,627

売上総利益 4,253,784 5,238,934

販売費及び一般管理費 3,052,367 3,170,700

営業利益 1,201,417 2,068,233

営業外収益   

受取利息 37,897 42,398

受取配当金 89,508 68,131

固定資産賃貸料 52,410 52,169

スクラップ売却益 31,909 58,865

為替差益 343,557 51,649

その他 52,243 51,247

営業外収益合計 607,526 324,463

営業外費用   

支払利息 548 147

売上割引 22,195 17,601

減価償却費 29,732 23,459

自己株式取得費用 8,243 14,943

その他 11,052 14,889

営業外費用合計 71,772 71,040

経常利益 1,737,171 2,321,655

特別利益   

固定資産売却益 3,163 346

投資有価証券売却益 137,232 257,376

特別利益合計 140,396 257,722

税金等調整前四半期純利益 1,877,568 2,579,378

法人税、住民税及び事業税 767,433 689,312

法人税等調整額 △218,225 73,538

法人税等合計 549,207 762,851

少数株主損益調整前四半期純利益 1,328,360 1,816,526

四半期純利益 1,328,360 1,816,526
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,328,360 1,816,526

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,117,929 636,069

為替換算調整勘定 3,762,793 410,890

その他の包括利益合計 4,880,722 1,046,960

四半期包括利益 6,209,083 2,863,487

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 6,209,083 2,863,487

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 (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) 

    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３四半期連結会計期間末の株主資本は、前連結会計年度末比641,084千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1,163,069千円の増加と自己株式1,804,154千円 

  の減少によります。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７ 

  月22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３四半期連結累計期間(自 平成24年12月１日 至 平成25年８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△10,855千円は、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３四半期連結累計期間(自 平成25年12月１日 至 平成26年８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84,853千円は、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。 

  

  
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 5,443,331 6,337,055 942,857 633,540 13,356,784 - 13,356,784 
  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

3,119,178 192,704 137 473 3,312,495 △3,312,495 - 

計 8,562,510 6,529,760 942,995 634,013 16,669,279 △3,312,495 13,356,784 

セグメント利益 748,730 351,057 61,508 50,977 1,212,273 △10,855 1,201,417 
 

  
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 6,058,501 6,582,178 997,836 794,045 14,432,562 - 14,432,562 
  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

3,117,422 212,100 - - 3,329,522 △3,329,522 - 

計 9,175,923 6,794,278 997,836 794,045 17,762,084 △3,329,522 14,432,562 

セグメント利益 1,097,118 719,837 73,702 92,720 1,983,379 84,853 2,068,233 
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４．補足情報 

 (１)部門別の状況 

   当第３四半期連結累計期間(自 平成25年12月１日 至 平成26年８月31日) 

  
  (２)海外売上高 

   当第３四半期連結累計期間(自 平成25年12月１日 至 平成26年８月31日) 

  
  (３)換算為替レートと為替変動の影響試算額 

 対ＵＳ＄１円の円安による影響額：年間の連結売上高が130百万円増加 

                 年間の連結営業利益が11百万円増加 

  

 (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 
13,298,796 1,133,765 14,432,562 - 14,432,562 

 (2)セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
- 53,831 53,831 (53,831) - 

計 13,298,796 1,187,596 14,486,393 (53,831) 14,432,562 

営業利益 2,049,645 79,126 2,128,772 (60,538) 2,068,233 
 

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 7,495,569 969,993 795,573 18,938 9,370,075 

Ⅱ 連結売上高(千円)         14,432,562 

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
51.9 6.7 5.5 0.8 64.9 

 

    ＵＳ＄ ＥＵＲ ＮＴ＄ ＲＭＢ 

前第３四半期連結累計期間 実績     98.59円   128.53円     3.29円     16.05円 

当第３四半期連結累計期間 実績    101.36    138.31    3.39     16.32 

前 連 結 会 計 年 度 実績     97.75    131.87    3.31     15.98 

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３四半期連結累計期間         936 百万円       1,794 百万円    1,005 百万円 

当第３四半期連結累計期間         727       1,719     977         

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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