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１．平成24年11月期第１四半期の連結業績（平成23年12月1日～平成24年２月29日）

（1）連結経営成績（累計）

％ ％ ％ ％

（注）包括利益　　24年11月期第１四半期　308百万円　（150.0％）　　　23年11月期第１四半期　123百万円　（―％）

円 銭 円 銭

（2）連結財政状態

百万円

２．配当の状況

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

（注）１．23年11月期期末配当金の内訳　記念配当　15.00円

　　　２．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24年11月期の連結業績予想（平成23年12月1日～平成24年11月30日）

％ ％ ％ ％ 円 銭

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無　：　無
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４．その他

（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

新規　―社　（社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）、 除外　―社　（社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（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）

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

（4） 発行済株式数（普通株式）

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年11月期１Q 株 23年11月期 株

②期末自己株式数 24年11月期１Q 株 23年11月期 株

24年11月期１Q 株 23年11月期１Q 株

※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財務諸表の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

　上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に

不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

2,568,700 2,568,700

③期中平均株式数（四半期累計）

371,234 336,634

2,216,591 2,275,766
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、ユーロ圏での財政問題が長期化していることや、中国をはじめ

とした新興国における成長の鈍化による影響により、景気は先行き不透明な状況で推移しました。 

 当工作機械業界におきましては、上述の影響をうけ、受注は足踏み状態となりました。 

 このような経営環境の中において、当社グループ（当社及び連結子会社）は、アメリカ、新興国をはじめとした海

外への販売展開の強化を図るとともに、市場及びお客様の期待に合致した製品づくりの追求を行いながら、全社的な

コスト削減の実施に取組んでまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は844百万円（前年同期比22.9％増）、営業利益は162百万円（前年

同期比96.2％増）、経常利益は279百万円（前年同期比1,018.6％増）、四半期純利益は150百万円（前年同期比

471.7％増）となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

貸借対照表の状況 

（流動資産） 

 当第１四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて206百万円増加し、3,672百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金が185百万円減少したものの、たな卸資産が327百万円増加したことによるものであり

ます。 

（固定資産） 

 当第１四半期連結会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末に比べて525百万円増加し、4,337百万円となりまし

た。これは主に、投資有価証券が535百万円増加したことによるものであります。 

（流動負債） 

 当第１四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて585百万円増加し、2,311百万円となりまし

た。これは主に、短期借入金が324百万円、その他流動負債に含まれている前受金が223百万円がそれぞれ増加したこ

とによるものであります。 

（固定負債） 

 当第１四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末に比べて７百万円増加し、67百万円となりました。

これは主に、退職給付引当金が２百万円減少したものの、繰延税金負債が９百万円増加したことによるものでありま

す。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産の部は、前連結会計年度末に比べて139百万円増加し、5,630百万円となりま

した。これは主にその他有価証券評価差額金が127百万円増加したこと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 

 業績予想につきましては、前回（平成24年１月13日発表「平成23年11月期 決算短信」に記載しております。）

の業績予想から変更ありません。 

   

（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。   

   

 該当事項はありません。     

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年11月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年２月29日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 591,517 405,921

受取手形及び売掛金 954,676 962,574

有価証券 406,285 435,951

半製品 249,153 250,402

仕掛品 911,044 1,217,950

原材料及び貯蔵品 242,426 262,560

繰延税金資産 57,460 56,970

その他 53,866 80,371

貸倒引当金 △471 △537

流動資産合計 3,465,959 3,672,165

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 770,631 759,866

機械装置及び運搬具（純額） 172,702 172,434

土地 444,843 445,141

建設仮勘定 54,560 62,377

その他（純額） 31,395 31,947

有形固定資産合計 1,474,133 1,471,767

無形固定資産 11,609 10,497

投資その他の資産   

投資有価証券 2,240,233 2,775,371

繰延税金資産 6,854 －

その他 80,319 81,167

貸倒引当金 △849 △877

投資その他の資産合計 2,326,557 2,855,661

固定資産合計 3,812,299 4,337,927

資産合計 7,278,258 8,010,092
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年11月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年２月29日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 203,533 178,196

短期借入金 1,100,000 1,424,700

未払法人税等 23,544 107,115

賞与引当金 － 93,922

役員賞与引当金 4,000 －

製品保証引当金 13,000 12,000

未払金 121,859 137,671

その他 260,589 358,028

流動負債合計 1,726,526 2,311,633

固定負債   

繰延税金負債 － 9,636

退職給付引当金 38,265 35,898

長期未払金 22,370 22,370

固定負債合計 60,635 67,904

負債合計 1,787,162 2,379,538

純資産の部   

株主資本   

資本金 651,370 651,370

資本剰余金 586,750 586,750

利益剰余金 5,152,399 5,202,718

自己株式 △682,888 △751,645

株主資本合計 5,707,631 5,689,192

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 19,425 147,051

為替換算調整勘定 △235,960 △222,106

その他の包括利益累計額合計 △216,534 △75,055

少数株主持分 － 16,417

純資産合計 5,491,096 5,630,554

負債純資産合計 7,278,258 8,010,092
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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22年12月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年２月29日) 

売上高 687,348 844,507

売上原価 451,232 523,636

売上総利益 236,115 320,871

販売費及び一般管理費 153,283 158,334

営業利益 82,832 162,536

営業外収益   

受取利息 19,963 17,438

保険解約返戻金 14,308 －

補助金収入 2,853 291

投資有価証券評価益 － 26,862

為替差益 － 68,300

その他 2,840 4,616

営業外収益合計 39,965 117,510

営業外費用   

支払利息 836 900

為替差損 52,583 －

投資有価証券評価損 44,238 －

その他 186 42

営業外費用合計 97,845 943

経常利益 24,951 279,103

特別利益   

固定資産売却益 － 646

その他 762 －

特別利益合計 762 646

特別損失   

固定資産売却損 － 117

固定資産除却損 － 400

特別損失合計 － 517

税金等調整前四半期純利益 25,714 279,231

法人税、住民税及び事業税 282 107,377

法人税等調整額 △937 5,267

法人税等合計 △655 112,645

少数株主損益調整前四半期純利益 26,369 166,586

少数株主利益 － 15,824

四半期純利益 26,369 150,761
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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22年12月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年２月29日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 26,369 166,586

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 109,334 127,625

為替換算調整勘定 △12,244 14,741

その他の包括利益合計 97,090 142,366

四半期包括利益 123,459 308,953

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 123,459 292,240

少数株主に係る四半期包括利益 － 16,712
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 該当事項はありません。   

   

 当社は、平成23年7月14日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読替えて適用される同法

第156条の規定に基づき、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）における市場買付けの方法により自己株

式を取得することを決議し普通株式34,600株を取得しました。この結果、当第１四半期連結累計期間において、自

己株式が68,757千円増加しております。 

   

 該当事項はありません。   

（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）重要な後発事象
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