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(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年11月期第３四半期の連結業績（平成24年12月1日～平成25年8月31日）

（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 ％

25年11月期第３四半期 7,554 △6.8 105 △18.3 50 △39.5 48 0.8
24年11月期第３四半期 8,106 6.2 129 19.7 82 43.5 48 △41.4

(注) 包括利益 25年11月期第３四半期 162百万円( 74.0％) 24年11月期第３四半期 93百万円( 79.4％)

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

25年11月期第３四半期 2 85 ―

24年11月期第３四半期 2 83 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年11月期第３四半期 11,008 3,805 34.5
24年11月期 10,550 3,644 34.4

(参考) 自己資本 25年11月期第３四半期 3,793百万円 24年11月期 3,630百万円

２．配当の状況

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

24年11月期 ― ― ― 0 00 0 00

25年11月期 ― ― ―

25年11月期(予想) 0 00 0 00

３．平成25年11月期の連結業績予想（平成24年12月1日～平成25年11月30日）
(％表示は、対前期増減率)

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 10,800 1.0 220 11.2 170 30.8 160 60.3 9 39
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・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

す。 

  

・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、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、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

※ 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 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

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) 25年11月期３Ｑ 18,571,139 株 24年11月期 18,571,139 株

② 期末自己株式数 25年11月期３Ｑ 1,531,575 株 24年11月期 1,530,268 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年11月期３Ｑ 17,040,518 株 24年11月期３Ｑ 17,041,357 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
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気後退局面が長期間にわたりましたが、政権交

代による新たな経済政策に対する期待感から、円安・株高基調による景気回復への兆しが見えてまいり

ました。しかしながら、その後の株式市場における株価の乱高下やエネルギー問題による電力料金の値

上げ、新興国の成長鈍化など、先行き不透明な状況で推移しました。 

このような経営環境下で当社グループは、オフィスのＩＣＴ化によるオフィス環境整備需要への対

応、病院等ヘルスケア施設や高齢者関連施設等の市場開拓に積極的に取り組んでまいりました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は7,554百万円（前年同四半期比6.8％減）、営業

利益は105百万円（前年同四半期比18.3％減）、経常利益は50百万円（前年同四半期比39.5％減）、四

半期純利益は48百万円（前年同四半期比0.8％増）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（家具関連） 

オフィス家具市場は、首都圏・西日本地区における金融機関の店舗その他施設の移転・統合案件の取

り込み、教育施設及び医療関連施設への積極的な営業展開等に努力しました。また学習家具市場は、新

販売ルートの開拓や、デザイン、機能面で差別化された商品の投入により評価を受けております。 

 その結果、家具関連の売上高は4,807百万円（前年同四半期比7.9％減）、セグメント利益（営業利

益）は143百万円（前年同四半期比40.7％減）となりました。 

（建築付帯設備機器） 

病院マーケットに向けて注力しております医療ガスアウトレット／情報端末内蔵式設備ユニット「メ

ディウォード・ユニット」は完工物件数が増加しました。また、当社の主力商品である懸垂式引戸「ア

キュドア・ユニット」による快適且つ効率的な治療・療養環境創りへの提案が市場で評価され、受注は

順調に拡大しました。 

また顧客ニーズに対応した病院向け空調・クリーン機器の開発や医薬品研究施設向けクリーン機器の受

注拡大への取り組みを積極的に行いました。 

 無菌病室用クリーン機器の受注が比較的順調に推移し、工場向け空調機については、新規設備投資案

件、リニューアル案件共に受注確保に鋭意努力しました。 

 その結果、建築付帯設備機器の売上高は2,747百万円（前年同四半期比4.9％減）、セグメント利益

（営業利益）は156百万円（前年同四半期比94.1％増）となりました。 

  

資産、負債、純資産の状況について  

（資産） 

当第３四半期連結会計期間の総資産は11,008百万円となり、前連結会計年度末に比べて457百万円増

加いたしました。この主な要因は現金及び預金が495百万円、投資有価証券が206百万円それぞれ増加

し、たな卸資産が123百万円、有形固定資産が93百万円それぞれ減少したこと等によるものでありま

す。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間の負債は7,202百万円となり、前連結会計年度末に比べて296百万円増加い

たしました。この主な要因は支払手形及び買掛金が55百万円、長短借入金が187百万円、その他流動負

債が54百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（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
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（純資産） 

当第３四半期連結会計期間の純資産は3,805百万円となり、前連結会計年度末に比べて161百万円増加

いたしました。この主な要因は利益剰余金が48百万円、その他有価証券評価差額金が119百万円それぞ

れ増加したこと等によるものであります。 

  

当第３四半期連結累計期間における業績及び今後の見通しを勘案した結果、現時点では平成25年7月9

日に公表しました業績予想からの変更はありません。 

上記の予想は、当社が本資料の発表日現在において入手可能な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ます。実際の業績は、今後の経済情勢など様々な要因によって大きく異なる結果

となる可能性があります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

㈱くろがね工作所（7997）　平成25年11月期　第3四半期決算短信

-3-



  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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24年11月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,065,947 1,561,724

受取手形及び売掛金 1,777,173 1,717,267

商品及び製品 671,617 768,129

仕掛品 1,152,576 963,648

原材料及び貯蔵品 232,158 201,074

その他 79,644 82,285

貸倒引当金 △4,035 △5,460

流動資産合計 4,975,084 5,288,670

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,845,788 1,749,980

土地 2,375,281 2,375,281

その他（純額） 259,703 261,845

有形固定資産合計 4,480,773 4,387,107

無形固定資産 45,190 48,802

投資その他の資産   

投資有価証券 929,381 1,135,643

その他 162,751 162,392

貸倒引当金 △42,893 △14,549

投資その他の資産合計 1,049,239 1,283,485

固定資産合計 5,575,203 5,719,395

資産合計 10,550,288 11,008,065

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,715,926 1,771,312

短期借入金 1,665,600 1,246,400

1年内返済予定の長期借入金 799,443 981,400

未払法人税等 29,026 20,010

その他 630,300 684,306

流動負債合計 4,840,297 4,703,430

固定負債   

長期借入金 1,078,224 1,503,339

退職給付引当金 292,242 316,431

役員退職慰労引当金 10,438 10,438

再評価に係る繰延税金負債 411,890 411,890

リース債務 154,303 128,884

その他 118,722 127,839

固定負債合計 2,065,821 2,498,823

負債合計 6,906,118 7,202,254
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年11月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,998,456 2,998,456

利益剰余金 96,184 144,745

自己株式 △157,179 △157,298

株主資本合計 2,937,461 2,985,903

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △21,802 98,073

繰延ヘッジ損益 － △5,425

土地再評価差額金 714,477 714,477

その他の包括利益累計額合計 692,674 807,125

少数株主持分 14,033 12,781

純資産合計 3,644,169 3,805,810

負債純資産合計 10,550,288 11,008,065
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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23年12月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第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) 

売上高 8,106,919 7,554,750

売上原価 6,442,750 6,008,765

売上総利益 1,664,169 1,545,984

販売費及び一般管理費 1,534,547 1,440,055

営業利益 129,622 105,929

営業外収益   

受取利息 46 44

受取配当金 14,584 15,798

持分法による投資利益 930 4,118

仕入割引 13,249 11,081

その他 7,584 3,541

営業外収益合計 36,396 34,583

営業外費用   

支払利息 60,250 60,686

その他 22,976 29,727

営業外費用合計 83,226 90,413

経常利益 82,791 50,099

特別利益   

投資有価証券売却益 167 14,650

特別利益合計 167 14,650

特別損失   

固定資産除却損 18,522 449

特別損失合計 18,522 449

税金等調整前四半期純利益 64,437 64,300

法人税、住民税及び事業税 15,691 16,241

法人税等調整額 △3 △0

法人税等合計 15,687 16,241

少数株主損益調整前四半期純利益 48,749 48,059

少数株主利益又は少数株主損失（△） 575 △501

四半期純利益 48,173 48,560
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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23年12月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 48,749 48,059

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △9,974 119,672

繰延ヘッジ損益 △925 △5,425

土地再評価差額金 55,535 －

持分法適用会社に対する持分相当額 25 203

その他の包括利益合計 44,662 114,451

四半期包括利益 93,411 162,510

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 92,835 163,012

少数株主に係る四半期包括利益 575 △501
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該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ  前第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) 

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△192,346千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。な

お、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

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っております。 

  

Ⅱ  当第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△193,968千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。な

お、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

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っております。 

  

  

  

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）セグメント情報等

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家具関連

建築付帯 
設備機器

計

 売上高

  外部顧客への売上高 5,218,520 2,888,399 8,106,919 ─ 8,106,919

  セグメント間の内部
  売上高または振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 5,218,520 2,888,399 8,106,919 ─ 8,106,919

 セグメント利益 241,178 80,790 321,968 △192,346 129,622

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家具関連

建築付帯 
設備機器

計

 売上高

  外部顧客への売上高 4,807,545 2,747,205 7,554,750 ― 7,554,750

  セグメント間の内部
  売上高または振替高

― ― ―

計 4,807,545 2,747,205 7,554,750 ― 7,554,750

 セグメント利益 143,089 156,809 299,898 △193,968 105,929

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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