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１．平成24年11月期第2四半期の連結業績（平成23年12月1日～平成24年５月31日）

（1）連結経営成績（累計）

％ ％ ％ ％

（注）包括利益　　24年11月期第2四半期　426百万円　（116.9％）　　　23年11月期第2四半期　196百万円　（―％）

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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※　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2Q 株 23年11月期 株

②期末自己株式数 24年11月期2Q 株 23年11月期 株

24年11月期2Q 株 23年11月期2Q 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
　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。

2,208,395 2,271,809③期中平均株式数（四半期累計）

371,234 336,634

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
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州債務問題の再燃や円高の長期化等の影響により、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２四半期連結累計期間の売上高は2,633百万円（前年同期比56.5％増）、営業利益は609百万円（前

年同期比219.8％増）、経常利益は655百万円（前年同期比266.1％増）、四半期純利益は370百万円（前年同期比

103.4％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２四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139百万円増加し、3,605百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金が66百万円減少したものの、売上債権が85百万円、たな卸資産が61百万円、繰延税金

資産が50百万円増加したことによるものであります。 

（固定資産） 

 当第２四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680百万円増加し、4,492百万円となりまし

た。これは主に、投資有価証券が533百万円、有形固定資産が147百万円増加したことによるものであります。 

（流動負債） 

 当第２四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568百万円増加し、2,295百万円となりまし

た。これは主に、短期借入金が123百万円減少したものの、未払法人税等が260百万円、その他流動負債に含まれてい

る前受金が206百万円、賞与引当金が171百万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２四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４百万円減少し、56百万円となりました。

これは主に、退職給付引当金が４百万円減少したことによるものであります。 

（純資産） 

 当第２四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256百万円増加し、5,747百万円となりま

した。これは主に利益剰余金が269百万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２四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 591,517 525,193

受取手形及び売掛金 954,676 1,040,635

有価証券 406,285 422,134

半製品 249,153 243,815

仕掛品 911,044 950,180

原材料及び貯蔵品 242,426 270,079

繰延税金資産 57,460 107,667

その他 53,866 46,653

貸倒引当金 △471 △610

流動資産合計 3,465,959 3,605,747

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 770,631 790,500

機械装置及び運搬具（純額） 172,702 207,477

土地 444,843 497,400

建設仮勘定 54,560 94,503

その他（純額） 31,395 32,111

有形固定資産合計 1,474,133 1,621,994

無形固定資産 11,609 9,512

投資その他の資産   

投資有価証券 2,240,233 2,773,833

繰延税金資産 6,854 7,133

その他 80,319 81,833

貸倒引当金 △849 △858

投資その他の資産合計 2,326,557 2,861,941

固定資産合計 3,812,299 4,493,448

資産合計 7,278,258 8,099,195
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 203,533 231,088

短期借入金 1,100,000 977,000

未払法人税等 23,544 284,222

賞与引当金 － 171,946

役員賞与引当金 4,000 －

製品保証引当金 13,000 13,000

未払金 121,859 227,909

その他 260,589 390,017

流動負債合計 1,726,526 2,295,185

固定負債   

退職給付引当金 38,265 33,968

長期未払金 22,370 22,370

固定負債合計 60,635 56,338

負債合計 1,787,162 2,351,523

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 5,422,149

自己株式 △682,888 △751,645

株主資本合計 5,707,631 5,908,623

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 52,142

為替換算調整勘定 △235,960 △228,980

その他の包括利益累計額合計 △216,534 △176,837

少数株主持分 － 15,885

純資産合計 5,491,096 5,747,672

負債純資産合計 7,278,258 8,099,195
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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22年12月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年５月31日) 

売上高 1,682,731 2,633,093

売上原価 1,131,694 1,665,442

売上総利益 551,037 967,650

販売費及び一般管理費 360,587 358,540

営業利益 190,449 609,110

営業外収益   

受取利息 37,184 34,794

保険解約返戻金 14,925 －

補助金収入 5,216 319

為替差益 － 14,254

その他 4,813 6,072

営業外収益合計 62,140 55,439

営業外費用   

支払利息 1,685 1,844

為替差損 55,388 －

投資有価証券評価損 16,029 7,255

その他 480 63

営業外費用合計 73,584 9,163

経常利益 179,004 655,386

特別利益   

固定資産売却益 － 925

その他 1,467 －

特別利益合計 1,467 925

特別損失   

固定資産売却損 － 219

固定資産除却損 182 7,457

特別損失合計 182 7,677

税金等調整前四半期純利益 180,290 648,635

法人税、住民税及び事業税 564 303,545

法人税等調整額 △1,231 △41,971

法人税等合計 △666 261,574

少数株主損益調整前四半期純利益 180,957 387,060

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,066 16,867

四半期純利益 182,023 370,193
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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22年12月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 180,957 387,060

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 33,758 32,717

為替換算調整勘定 △18,252 6,293

その他の包括利益合計 15,506 39,010

四半期包括利益 196,463 426,071

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 197,771 409,890

少数株主に係る四半期包括利益 824 16,180
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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２四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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