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１．平成24年11月期第3四半期の連結業績（平成23年12月1日～平成24年８月31日）

（1）連結経営成績（累計）

％ ％ ％ ％

（注）包括利益　　24年11月期第3四半期　603百万円　（221.0％）　　　23年11月期第3四半期　187百万円　（―％）

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

売上高

百万円

―

157.2

（％表示は、対前年同四半期増減率）

百万円

四半期純利益経常利益

当期純利益経常利益

― 45.00

平成24年11月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

（％表示は、対前期増減率）

百万円 百万円 ％

平成24年10月10日

（百万円未満切捨て）

5,491

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末

70.1

23年11月期第3四半期

24年11月期第3四半期

238

百万円

―

284.6 520

23523年11月期第3四半期

24年11月期第3四半期

320

824

124.0

45.1

2,555

3,706

―

75.4

105.12

236.25

5,909

45.000.00

24年11月期（予想）

24年11月期

潜在株式調整後1株
当たり四半期純利益

1株当たり四半期純利益

―

―

24年11月期第3四半期

23年11月期

23年11月期

（参考）自己資本

営業利益売上高

758

―

40.00

0.00

百万円

―

1株当たり当期純利益

百万円 百万円 百万円

1,170通期 63.85,741 1,091 135.3 192.6 344.3571.8

―

118.7

40.00

総資産

24年11月期第3四半期

合計

5,491

5,924

7,278

8,433

期末

百万円 23年11月期

営業利益

907

自己資本比率純資産

百万円

上場取引所　　大

6159

平成24年10月11日

―

（役職名）

（役職名）

管理部管理課課長



※　注記事項

（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

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3Q 株 23年11月期 株

②期末自己株式数 24年11月期3Q 株 23年11月期 株

24年11月期3Q 株 23年11月期3Q 株

※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

2,205,116 2,266,226

　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）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

　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。

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
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要による緩やかな回復がありましたものの、欧州債務危

機の再燃懸念や常態化しつつある円高の影響により、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３四半期連結累計期間の売上高は3,706百万円（前年同期比45.1％増）、営業利益は824百万円（前

年同期比157.2％増）、経常利益は907百万円（前年同期比284.6％増）、四半期純利益は520百万円（前年同期比

118.7％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３四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60百万円増加し、3,526百万円となりまし

た。これは主に、有価証券が274百万円減少したものの、たな卸資産が318百万円増加したことによるものでありま

す。 

（固定資産） 

 当第３四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1,094百万円増加し、4,907百万円となりま

した。これは主に、投資有価証券が972百万円、有形固定資産が130百万円増加したことによるものであります。 

（流動負債） 

 当第３四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726百万円増加し、2,453百万円となりまし

た。これは主に、未払法人税等が311百万円、短期借入金が295百万円、その他流動負債に含まれている前受金が139

百万円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３四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５百万円減少し、55百万円となりました。

これは主に、退職給付引当金が６百万円減少したことによるものであります。 

（純資産） 

 当第３四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433百万円増加し、5,924百万円となりま

した。これは主に、利益剰余金が420百万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（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 591,517 518,215

受取手形及び売掛金 954,676 1,004,426

有価証券 406,285 131,772

半製品 249,153 244,734

仕掛品 911,044 1,212,532

原材料及び貯蔵品 242,426 263,776

繰延税金資産 57,460 75,760

その他 53,866 75,939

貸倒引当金 △471 △597

流動資産合計 3,465,959 3,526,561

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 770,631 785,585

機械装置及び運搬具（純額） 172,702 183,868

土地 444,843 497,361

建設仮勘定 54,560 109,328

その他（純額） 31,395 28,563

有形固定資産合計 1,474,133 1,604,708

無形固定資産 11,609 8,201

投資その他の資産   

投資有価証券 2,240,233 3,212,509

繰延税金資産 6,854 －

その他 80,319 82,668

貸倒引当金 △849 △854

投資その他の資産合計 2,326,557 3,294,322

固定資産合計 3,812,299 4,907,232

資産合計 7,278,258 8,433,794
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 203,533 179,116

短期借入金 1,100,000 1,395,300

未払法人税等 23,544 334,806

賞与引当金 － 96,020

役員賞与引当金 4,000 －

製品保証引当金 13,000 12,000

未払金 121,859 120,878

その他 260,589 315,249

流動負債合計 1,726,526 2,453,371

固定負債   

繰延税金負債 － 1,405

退職給付引当金 38,265 31,745

長期未払金 22,370 22,370

固定負債合計 60,635 55,521

負債合計 1,787,162 2,508,893

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 5,572,912

自己株式 △682,888 △751,645

株主資本合計 5,707,631 6,059,387

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 80,969

為替換算調整勘定 △235,960 △230,835

その他の包括利益累計額合計 △216,534 △149,866

少数株主持分 － 15,380

純資産合計 5,491,096 5,924,901

負債純資産合計 7,278,258 8,433,794
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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22年12月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年８月31日) 

売上高 2,555,416 3,706,659

売上原価 1,721,366 2,346,641

売上総利益 834,050 1,360,018

販売費及び一般管理費 513,498 535,462

営業利益 320,552 824,555

営業外収益   

受取利息 55,900 47,808

保険解約返戻金 16,007 －

補助金収入 5,319 594

投資有価証券評価益 － 14,846

為替差益 － 3,731

その他 13,486 19,362

営業外収益合計 90,713 86,343

営業外費用   

支払利息 2,616 2,711

為替差損 144,191 －

投資有価証券評価損 26,453 －

その他 2,061 821

営業外費用合計 175,323 3,533

経常利益 235,942 907,366

特別利益   

固定資産売却益 － 924

その他 1,901 －

特別利益合計 1,901 924

特別損失   

固定資産売却損 － 219

固定資産除却損 196 10,302

ゴルフ会員権評価損 2,000 －

特別損失合計 2,196 10,521

税金等調整前四半期純利益 235,647 897,769

法人税、住民税及び事業税 847 367,316

法人税等調整額 △1,052 △6,532

法人税等合計 △205 360,783

少数株主損益調整前四半期純利益 235,852 536,985

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,375 16,029

四半期純利益 238,228 520,956
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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22年12月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 235,852 536,985

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △8,601 61,543

為替換算調整勘定 △39,288 4,771

その他の包括利益合計 △47,890 66,314

四半期包括利益 187,962 603,299

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 190,608 587,624

少数株主に係る四半期包括利益 △2,646 15,675
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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３四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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