
  

１．平成26年11月期第２四半期の連結業績（平成25年12月１日～平成26年５月31日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成26年11月期の連結業績予想（平成25年12月１日～平成26年11月30日） 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

26年11月期第２四半期  3,880 5.9  250  54.1  200  △12.7  △160  △190.2

25年11月期第２四半期  3,663 △15.1  162  △50.8  229  △21.3  178  △14.0

（注）包括利益 26年11月期第２四半期 130百万円 （ ％） △82.9   25年11月期第２四半期 395百万円 （ ％） 144.9

  
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 

26年11月期第２四半期  △24.42  －

25年11月期第２四半期  27.08  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年11月期第２四半期  13,277  5,392  40.6

25年11月期  12,940  5,294  40.9

（参考）自己資本 26年11月期第２四半期 5,392百万円   25年11月期 5,294百万円 

  
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 

25年11月期  － 0.00 － 5.00  5.00

26年11月期  － 0.00     

26年11月期（予想）     － 5.00  5.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％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  8,000  3.7  550  25.1  500  6.0  63  －  9.58

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  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きの対象外であり、開示時点において四半期財

務諸表に対する四半期レビュー手続き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 

本資料に記載されている業績見通し等将来に関する記述は、現時点で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。また、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実

際の業績は業況の変化等により大きく異なる可能性があります。   

  

※ 決算補足説明資料の入手方法 

  当社は、平成26年６月30日に機関投資家向け決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料に

ついては、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。  

（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

（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

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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年11月期２Ｑ 6,578,000株 25年11月期 6,578,000株

②  期末自己株式数 26年11月期２Ｑ －株 25年11月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年11月期２Ｑ 6,578,000株 26年11月期２Ｑ 6,578,000株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間における当社グループは前年同期比で増収減益となりました。  

 当第２四半期連結累計期間の売上高は、38億80百万円（前年同期比5.9％増）となりました。  

 セグメントの内訳を示しますと、日本では13億67百万円（前年同期比0.4%減）となりました。米国では７億63百

万円（前年同期比33.9%増）となりました。欧州・アジア他では17億50百万円（前年同期比1.7%増）となりまし

た。 

 利益面では営業利益が２億50百万円（前年同期比54.1%増）となりました。経常利益は２億円（前年同期比

12.7％減）となりました。また、前四半期連結会計期間で計上した特別損失により、四半期純損失は１億60百万円

（前年同期比190.2％減）となりました。 

 なお、当第２四半期連結累計期間においての為替レートは、１ドル＝102.34円、１ユーロ＝140.10円で算出して

おります。 

  

（２）財政状態に関する説明 

  当第２四半期連結会計期間末の総資産は132億77百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億37百万円増加

いたしました。主な要因は、現金及び預金の増加１億85百万円、商品及び製品の増加１億20百万円、原材料及び貯

蔵品の増加２億13百万円など流動資産合計が４億50百万円増加したことによるものです。 

  負債は78億85百万円となり前連結会計年度末と比較して２億39百万円増加いたしました。主な要因は、1年内返

済予定の長期借入金の増加１億54百万円、損害賠償損失引当金の計上３億11百万円等により流動負債が４億32百万

円増加し、長期借入金の減少１億81百万円等により固定負債合計が１億92百万円減少したことによるものです。 

 なお、純資産は53億92百万円となり、前連結会計年度末と比較して97百万円増加いたしました。 

  

 （キャッシュ・フローの状況 ） 

 当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動により２億40百万円増加、投資活動により

93百万円減少、財務活動により83百万円減少となりました。この結果、当第２四半期連結会計期間末における現金

及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は32億２百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億85百

万円増加となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、２億40百万円の収入（前年同期は７億58百万円の収入）となりまし

た。主な要因は、税金等調整前四半期純損失１億７百万円の計上の他、たな卸資産の増加額２億52百万円の計上、

仕入債務の減少額１億４百万円、損害賠償損失引当金の増加額３億７百万円の計上等によるものであります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、93百万円の支出（前年同期は80百万円の支出）となりました。主な

要因は、有形固定資産の取得による支出86百万円等によるものです。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、83百万円の支出（前年同期は３億62百万円の収入）となりました。

主な要因は、長期借入れによる収入14億円、長期借入金の返済14億26百万円等によるものです。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年11月期連結業績予想につきましては、対計画比において、ほぼ計画通り推移していることから、平成26

年４月14日に修正を公表した業績予想については現在のところ変更はございません。 

   

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．継続企業の前提に関する重要事象等
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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25年11月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,027,306 3,212,981

受取手形及び売掛金 1,799,505 1,824,062

商品及び製品 2,447,795 2,567,844

仕掛品 26,712 60,993

原材料及び貯蔵品 1,342,365 1,556,066

繰延税金資産 140,501 154,950

その他 500,996 377,229

貸倒引当金 △66,453 △84,432

流動資産合計 9,218,729 9,669,695

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,818,159 1,783,902

機械装置及び運搬具（純額） 129,359 125,395

工具、器具及び備品（純額） 375,689 339,898

土地 554,178 554,178

リース資産（純額） 44,610 50,790

建設仮勘定 51,349 99,027

有形固定資産合計 2,973,348 2,953,192

無形固定資産   

その他 373,212 338,731

無形固定資産合計 373,212 338,731

投資その他の資産   

投資有価証券 3,883 4,019

繰延税金資産 200,476 169,084

その他 202,256 174,559

貸倒引当金 △31,485 △31,485

投資その他の資産合計 375,131 316,178

固定資産合計 3,721,691 3,608,102

資産合計 12,940,421 13,277,798
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年11月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 977,770 901,702

1年内返済予定の長期借入金 1,606,492 1,761,451

未払法人税等 35,570 31,713

設備関係支払手形 10,148 29,748

賞与引当金 － 54,434

損害賠償損失引当金 － 311,630

その他 469,815 441,758

流動負債合計 3,099,797 3,532,438

固定負債   

長期借入金 4,465,083 4,283,578

繰延税金負債 30,517 30,517

リース債務 50,507 39,217

固定負債合計 4,546,108 4,353,312

負債合計 7,645,906 7,885,751

純資産の部   

株主資本   

資本金 942,415 942,415

資本剰余金 219,136 219,136

利益剰余金 4,539,637 4,346,121

株主資本合計 5,701,188 5,507,672

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 352 488

為替換算調整勘定 △407,025 △116,114

その他の包括利益累計額合計 △406,673 △115,625

純資産合計 5,294,515 5,392,046

負債純資産合計 12,940,421 13,277,798
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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24年12月１日 
 至 平成25年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26年５月31日) 

売上高 3,663,745 3,880,989

売上原価 2,335,238 2,359,543

売上総利益 1,328,507 1,521,445

販売費及び一般管理費 1,166,229 1,271,341

営業利益 162,277 250,104

営業外収益   

受取利息 6,589 6,439

受取家賃 4,746 624

為替差益 113,171 1,072

その他 1,010 909

営業外収益合計 125,518 9,046

営業外費用   

支払利息 47,763 36,273

支払手数料 4,329 20,152

固定資産除売却損 253 1,895

その他 5,516 －

営業外費用合計 57,862 58,322

経常利益 229,933 200,828

特別損失   

損害賠償損失引当金繰入額 － 307,846

特別損失合計 － 307,846

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

229,933 △107,017

法人税、住民税及び事業税 30,529 22,818

法人税等調整額 21,299 30,790

法人税等合計 51,829 53,608

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

178,104 △160,626

四半期純利益又は四半期純損失（△） 178,104 △160,626
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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24年12月１日 
 至 平成25年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

178,104 △160,626

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 663 136

為替換算調整勘定 582,532 290,911

その他の包括利益合計 583,195 291,047

四半期包括利益 761,300 130,421

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 761,300 130,421
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26年５月31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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

229,933 △107,017

減価償却費 226,980 181,916

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,395 13,204

賞与引当金の増減額（△は減少） 50,154 54,434

損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） － 307,846

受取利息及び受取配当金 △6,639 △6,489

支払利息 47,763 36,273

為替差損益（△は益） △90,978 12,801

固定資産除売却損益（△は益） 253 1,895

売上債権の増減額（△は増加） 323,900 33,240

たな卸資産の増減額（△は増加） 233,427 △252,685

仕入債務の増減額（△は減少） 40,511 △104,362

その他 △191,060 119,755

小計 869,640 290,812

利息及び配当金の受取額 6,639 6,489

利息の支払額 △47,426 △36,392

法人税等の支払額 △69,889 △20,533

営業活動によるキャッシュ・フロー 758,964 240,376

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 △12,000 △10,000

定期預金の払戻による収入 12,000 10,000

有形固定資産の取得による支出 △72,618 △86,466

無形固定資産の取得による支出 △8,201 △7,347

その他 180 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △80,640 △93,814

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） △448,337 －

長期借入れによる収入 2,630,000 1,400,000

長期借入金の返済による支出 △1,712,202 △1,426,546

社債の償還による支出 △130,000 －

配当金の支払額 △32,890 △32,486

リース債務の返済による支出 △14,346 △24,178

セール・アンド・リースバックによる収入 70,161 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 362,385 △83,210

現金及び現金同等物に係る換算差額 263,426 122,323

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,304,136 185,674

現金及び現金同等物の期首残高 1,899,622 3,017,306

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,203,759 3,202,981
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  該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年12月１日 至 平成25年５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.セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間の取引消去であります。 

 2.セグメント利益又は損失は、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。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年12月１日 至 平成26年５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は、セグメント間の取引消去であります。 

 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。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。   

   

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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  

日本 米国 
欧州・アジア

他 
合計 

売上高   

(1）外部顧客への売上高  1,373,133  569,780  1,720,831  3,663,745  －  3,663,745

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 535,809  65,339    8,982  610,131 (610,131)  －

計  1,908,943  635,120  1,729,814  4,273,877 (610,131)  3,663,745

セグメント利益又は損失

（△） 
 48,727  △57,653  176,286  167,360  (5,083)  162,277

  
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  

日本 米国 
欧州・アジア

他 
合計 

売上高   

(1）外部顧客への売上高  1,367,035  763,008  1,750,945  3,880,989  －  3,880,989

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 345,967  20,107    63,168  429,243 (429,243)  －

計  1,713,002  783,116  1,814,114  4,310,232 (429,243)  3,880,989

セグメント利益  85,308  52,584  108,911  246,803  3,300  250,104
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