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1.  平成22年11月期第1四半期の連結業績（平成21年12月1日～平成22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 ％

22年11月期第1四半期 14,729 △5.8 302 △56.3 223 △49.4 126 ―

21年11月期第1四半期 15,641 ― 690 ― 442 ― △556 ―

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

22年11月期第1四半期 1.31 ―

21年11月期第1四半期 △5.78 ―

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

22年11月期第1四半期 107,777 62,668 52.6 590.02
21年11月期 113,382 61,734 49.3 582.19

（参考） 自己資本   22年11月期第1四半期  56,683百万円 21年11月期  55,931百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年11月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
22年11月期 ―

22年11月期 
（予想） 0.00 ― 4.00 4.00

3.  平成22年11月期の連結業績予想（平成21年12月1日～平成22年11月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
連結累計期間 29,200 6.0 600 ― 300 ― 0 ― 0.00

通期 63,000 18.1 3,600 ― 2,900 ― 1,200 ― 12.49
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4.  その他 

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。] 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・業績予想については、発表日現在において入手可能な情報に基づいて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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年11月期第1四半期 98,955,226株 21年11月期  98,955,226株

② 期末自己株式数 22年11月期第1四半期  2,884,470株 21年11月期  2,884,100株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年11月期第1四半期 96,070,938株 21年11月期第1四半期 96,260,447株
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当第１四半期連結累計期間は、中国やインドをはじめとする新興国の成長や、各国政府の景気対策等に

より景気は底を打ったものの、失業率の高止まりや消費者物価の継続的な下落等、景気は緩やかな回復に

止まりました。 

当精密機械工具業界においては、主要ユーザーである自動車関連産業及びＩＴ関連産業での生産の回復

や在庫調整の進展等により、市況は徐々に回復しました。 

当社グループにおいても売上高は、前第３四半期に底打ちし増加に転じました。当第１四半期の売上高

は全体としては経済危機以前との比較では依然として低い水準にありますが、中国や韓国をはじめとする

アジア地域に牽引され回復を継続しました。利益面では売上高の回復とコスト削減活動の継続等により黒

字化を果たすことができましたが、当第１四半期においては製造部門の稼働率の回復は未だ途上にあり、

営業利益、経常利益は前年同期に比べて減少しました。 

以上の結果、売上高は147億２千９百万円（前年同期比5.8％減）、営業利益３億２百万円（前年同期比

56.3％減）、経常利益２億２千３百万円（前年同期比49.4％減）、四半期純利益１億２千６百万円（前年

同期は５億５千６百万円の四半期純損失）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、受取手形及び売掛金、投資有価証券等が増加しました

が、現金及び預金、有価証券（譲渡性預金）等が減少したことにより、前連結会計年度末と比較して56億

４百万円減少し、1,077億７千７百万円となりました。 

一方負債は、支払手形及び買掛金等が増加しましたが、短期借入金等が減少したことにより、前連結会

計年度末と比較して65億３千７百万円減少し、451億９百万円となりました。 

また、純資産はその他有価証券評価差額金、為替換算調整勘定等が増加したことにより、前連結会計年

度末と比較して９億３千３百万円増加し、626億６千８百万円となりました。この結果、自己資本比率は

前連結会計年度末と比較して3.3ポイント増加し、52.6％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四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151億４千３百万円となり、前連結

会計年度末と比較して56億７千３百万円の減少となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は23億６千８百万円の収入となりました。増加要因は、減価償

却費13億１千３百万円、たな卸資産の減少額12億８千６百万円、仕入債務の増加額３億７千７百万円等で

あり、減少要因は、売上債権の増加額５億５千６百万円、法人税等の支払額２億３千９百万円等です。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は８億９千９百万円の支出となりました。増加要因は、定期預

金の払戻による収入１億６千６百万円等であり、減少要因は、定期預金の預入による支出３億５千万円、

有形固定資産の取得による支出５億５千８百万円等です。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は72億５千１百万円の支出となりました。主な要因は、短期借

入金の純減少額64億２千６百万円、長期借入金の返済による支出４億６千６百万円、配当金の支払額２億

６千７百万円等です。 

  

当第１四半期連結累計期間の実績は期初の予想範囲内であると判断しています。従って、当第２四半期

連結累計期間及び通期の業績予想については、平成22年１月12日発表の予想数値を修正しておりません。

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態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
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該当事項はありません。 

  

税金費用の計算 

一部の連結子会社は、当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する方法を採用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  
  

4. その他

(1) 期中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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年２月28日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,575 13,995

受取手形及び売掛金 12,274 11,543

有価証券 5,000 9,000

商品及び製品 13,197 14,373

仕掛品 2,479 2,250

原材料及び貯蔵品 3,821 3,950

その他 2,680 2,885

貸倒引当金 △163 △154

流動資産合計 51,867 57,845

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 14,874 15,053

機械装置及び運搬具（純額） 13,819 14,113

土地 11,035 10,962

その他（純額） 2,306 2,337

有形固定資産合計 42,035 42,465

無形固定資産

のれん 769 812

その他 2,261 2,069

無形固定資産合計 3,030 2,881

投資その他の資産

投資有価証券 3,471 2,854

その他 7,657 7,617

貸倒引当金 △285 △283

投資その他の資産合計 10,843 10,188

固定資産合計 55,909 55,536

資産合計 107,777 113,382

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,873 2,417

短期借入金 10,018 16,395

1年内返済予定の長期借入金 3,573 3,581

未払法人税等 502 406

賞与引当金 704 166

役員賞与引当金 4 14

その他 3,771 4,646

流動負債合計 21,449 27,628
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年２月28日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年11月30日)

固定負債

長期借入金 20,824 21,254

退職給付引当金 283 272

役員退職慰労引当金 46 53

その他 2,505 2,437

固定負債合計 23,659 24,018

負債合計 45,109 51,647

純資産の部

株主資本

資本金 10,404 10,404

資本剰余金 14,197 14,197

利益剰余金 42,309 42,471

自己株式 △3,870 △3,870

株主資本合計 63,040 63,202

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 469 102

為替換算調整勘定 △6,825 △7,374

評価・換算差額等合計 △6,356 △7,271

少数株主持分 5,984 5,803

純資産合計 62,668 61,734

負債純資産合計 107,777 113,382
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年12月１日
至 平成21年２月28日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日
至 平成22年２月28日)

売上高 15,641 14,729

売上原価 10,172 10,371

売上総利益 5,469 4,357

販売費及び一般管理費 4,778 4,055

営業利益 690 302

営業外収益

受取利息 38 51

受取配当金 25 15

為替差益 － 47

その他 141 118

営業外収益合計 205 232

営業外費用

支払利息 153 155

売上割引 119 96

為替差損 129 －

その他 52 59

営業外費用合計 454 311

経常利益 442 223

特別利益

固定資産売却益 2 5

貸倒引当金戻入額 2 －

子会社清算益 － 31

その他 0 6

特別利益合計 5 43

特別損失

固定資産売却損 1 0

固定資産除却損 38 15

ゴルフ会員権評価損 62 3

役員退職慰労金 45 －

減損損失 － 15

その他 13 1

特別損失合計 161 37

税金等調整前四半期純利益 286 229

法人税、住民税及び事業税 474 327

法人税等調整額 241 △377

法人税等合計 716 △49

少数株主利益 126 153

四半期純利益又は四半期純損失（△） △556 126
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年12月１日
至 平成21年２月28日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日
至 平成22年２月28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 286 229

減価償却費 1,441 1,313

減損損失 － 15

のれん償却額 184 41

子会社清算損益（△は益） － △31

有形固定資産除却損 38 15

有形固定資産売却損益（△は益） △1 △5

投資有価証券評価損益（△は益） 12 －

受取利息及び受取配当金 △64 △66

支払利息 153 155

持分法による投資損益（△は益） 2 △0

売上債権の増減額（△は増加） 3,611 △556

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,149 1,286

仕入債務の増減額（△は減少） △621 377

未払費用の増減額（△は減少） △2,793 △1,098

その他 1,142 1,052

小計 1,242 2,729

利息及び配当金の受取額 64 50

利息の支払額 △130 △172

法人税等の支払額 △1,321 △239

営業活動によるキャッシュ・フロー △144 2,368

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △804 △350

定期預金の払戻による収入 8 166

有形固定資産の取得による支出 △996 △558

有形固定資産の売却による収入 11 18

投資有価証券の取得による支出 △2 △2

子会社株式の取得による支出 △48 －

その他 △263 △171

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,096 △899

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 7,576 △6,426

長期借入金の返済による支出 △698 △466

自己株式の取得による支出 △170 △0

配当金の支払額 △1,068 △267

少数株主への配当金の支払額 △146 △90

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,492 △7,251

現金及び現金同等物に係る換算差額 △776 108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,474 △5,673

現金及び現金同等物の期首残高 14,557 20,816

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,032 15,143
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当社及び連結子会社は精密切削工具をはじめとする精密機械工具の専業メーカー及び販売会社であ

り、事業の種類を大別すると精密機械工具部門とその他に分類されますが精密機械工具における売上高

及び営業損益はいずれも全体の90%超であるため、事業の種類別セグメント情報は省略いたします。  

  

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28日) 

 
(注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
(1)米 州……米国、カナダ、メキシコ、ブラジル 
(2)欧 州……英国、ベルギー、フランス、オランダ、デンマーク、スペイン、ドイツ、イタリア 
(3)アジア……中国、シンガポール、タイ、台湾、韓国、インド 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年12月１日 至 平成22年２月28日) 

 
(注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
(1)米 州……米国、カナダ、メキシコ、ブラジル 
(2)欧 州……英国、ベルギー、フランス、オランダ、デンマーク、スペイン、ドイツ、イタリア 
(3)アジア……中国、シンガポール、タイ、台湾、韓国、インド 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

日本
(百万円)

米州
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア
(百万円)

計 
(百万円)

消去又は
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

売   上   高

(1)外部顧客に対する売上高 7,598 2,743 1,674 3,625 15,641 ─ 15,641

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 1,783 65 △0 282 2,131 (2,131) ─

計 9,381 2,809 1,673 3,908 17,773 (2,131) 15,641

営  業  費  用 9,939 2,608 1,517 3,201 17,266 (2,315) 14,951

営業利益又は営業損失(△) △557 200 156 706 506 184 690

日本
(百万円)

米州
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア
(百万円)

計 
(百万円)

消去又は
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

売   上   高

(1)外部顧客に対する売上高 7,613 2,395 1,290 3,430 14,729 ─ 14,729

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 2,090 20 2 124 2,239 (2,239) ─

計 9,703 2,416 1,292 3,555 16,968 (2,239) 14,729

営  業  費  用 10,215 2,297 1,219 2,951 16,683 (2,256) 14,427

営業利益又は営業損失(△) △511 118 73 603 284 17 302
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【海外売上高】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年12月1日 至 平成21年２月28日) 

 
(注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
(1)米 州……米国、カナダ、メキシコ、ブラジル 
(2)欧 州……英国、ベルギー、フランス、オランダ、デンマーク、スペイン、ドイツ、イタリア 
(3)アジア……中国、シンガポール、タイ、台湾、韓国、インド 
３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年12月１日 至 平成22年２月28日) 

 
(注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
(1)米 州……米国、カナダ、メキシコ、ブラジル 
(2)欧 州……英国、ベルギー、フランス、オランダ、デンマーク、スペイン、ドイツ、イタリア 
(3)アジア……中国、シンガポール、タイ、台湾、韓国、インド 
３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

該当事項はありません。 

  

  

 
  

米州 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ海外売上高(百万円) 2,701 1,757 3,658 0 8,117

Ⅱ連結売上高(百万円) 15,641

Ⅲ連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

17.3 11.2 23.4 0.0 51.9

米州 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ海外売上高(百万円) 2,379 1,304 3,565 0 7,249

Ⅱ連結売上高(百万円) 14,729

Ⅲ連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

16.1 8.9 24.2 0.0 49.2

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6. 販売の状況

品  目  別

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年12月１日 
  至 平成21年２月28日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年２月28日)

金額(百万円) 金額(百万円)

切削工具

ねじ切り工具 5,284 4,736

ミーリングカッター 3,688 3,484

その他切削工具 3,439 3,503

計 12,412 11,724

転造工具 1,378 1,479

測定工具 252 233

その他

機械 625 299

LHS 146 172

その他 826 819

計 1,599 1,291

合 計 15,641 14,729
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