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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間（平成22年12月１日～平成23年２月28日）の当社グループをとり巻く環境は、新興国

経済が引き続き力強く成長するなか、自動車生産が堅調に推移したことに加え、市販や産業機械分野で持ち直しの

動きが顕著になるなど、景気回復の足取りを一段とつよめてまいりました。 

 このような状況の中、当社グループは、機械加工、ロボット、機能部品、材料事業をあわせもつつよみを活か

し、新市場の開拓や既存市場の活性化をすすめてまいりました。その結果、当第１四半期連結会計期間の連結売上

高は377億88百万円と前年同期に比べ33.8％の増収となりました。このうち、国内向けの売上高は232億51百万円

(前年同期比28.5％増)、海外売上高は145億37百万円(同43.2％増)であります。 

 利益面につきましては、原材料価格の高騰や販売価格の低下などの影響がありましたが、受注の回復・生産の増

加による操業度の向上に加え、継続的なコストダウン活動の推進など、トータルコストの削減にとり組みました結

果、営業利益は33億4百万円(前年同期比4.0倍)、経常利益は29億3百万円(同7.0倍)、四半期純利益は22億88百万円

(同8.1倍)となりました。  

   

 セグメントの業績につきましては、次のとおりであります。 

①機械工具事業では、自動車や発電・航空機関連向けの精密工具が堅調に推移するとともに、設備投資持ち直

しの動きを受けて工作機械が伸長し、機械工具トータルの売上高は117億97百万円(前年同期比59.6％増)と

なり、営業利益は7億93百万円(前年同期は4億52百万円の営業損失)となりました。 

②部品事業では、自動車向けが堅調に推移するとともに、鉄道車両、建設機械向け高機能ベアリングや油圧機

器が伸長し、部品トータルの売上高は227億14百万円(前年同期比23.5％増)となり、営業利益は20億40百万

円(同81.5％増)となりました。 

③その他の事業につきましては、産業機械向けの特殊鋼が伸長し、売上高は32億76百万円(前年同期比33.0％

増)、営業利益は4億63百万円(同2.5倍)となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況）  

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、1,814億41百万円となり、前連結会計年度末に比べ109億25百万円増

加しました。主として、現金及び預金64億1百万円、たな卸資産22億77百万円、投資有価証券14億54百万円が増加

しております。 

 負債合計は、1,251億86百万円となり、前連結会計年度末に比べ91億64百万円増加しました。主として、支払手

形及び買掛金28億54百万円、借入金80億28百万円が増加しております。 

 純資産合計は、562億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億60百万円増加しました。主として、利益剰

余金12億93百万円、評価・換算差額等4億21百万円が増加しております。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間の連結キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動により獲得した資金は13

億52百万円（前年同期比38億54百万円減）となりました。主な増減としましては、税金等調整前四半期純利益28億

86百万円、減価償却費22億77百万円、仕入債務の増加30億40百万円などにより資金が増加し、売上債権の増加12億

64百万円、たな卸資産の増加25億17百万円、未払費用などその他の減少22億49百万円、法人税等の支払額6億62百

万円などにより資金が減少したことによるものであります。 

 投資活動により使用した資金は17億7百万円（前年同期比3億10百万円減）となりました。これは、主として有形

固定資産の取得による支出であります。 

 財務活動により獲得した資金は69億3百万円（前年同期は43億42百万円の使用）となりました。主な増減としま

しては、借入金の純増額81億19百万円により資金が増加し、配当金の支払額9億94百万円などにより資金が減少し

たことによるものであります。   

 これらの結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は252億3百万円となり、前連結会計年

度末に比べ64億47百万円の増加となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(株)不二越(6474)　平成23年11月期第１四半期決算短信

－2－



（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しにつきましては、引き続き新興国がけん引役となり、穏やかな回復が期待されますが、一方で原材

料価格の高騰や円高による輸出採算の悪化の影響が懸念されるなど、予断を許さない状況が続くものと予想されま

す。当社グループとしましては、長期的な成長が期待できる新興国、エネルギー・インフラストラクチャー分野な

ど新しい市場の開拓にとり組むとともに、設計・製造工程・調達面を中心に抜本的なコストダウン活動を推進し、

安定した収益体制を構築し、業績の向上に努めてまいります。 
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（簡便な会計処理）  

１.たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。また、棚卸資産の簿価切下げに関して

は、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっておりま

す。 

２.固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。  

３.法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によ

っております。   

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理基準に関する事項の変更  

１.「資産除去債務に関する会計基準」の適用  

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ1百万円減少し、税金等調整前四半期純利益

は29百万円減少しております。 

２.「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用  

 当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）

を適用しております。この変更による営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありま

せん。 

  

②表示方法の変更  

（四半期連結損益計算書）  

 「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の適用によ

り、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

  

２．その他の情報
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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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23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22年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 25,270 18,868

受取手形及び売掛金 31,937 30,861

商品及び製品 12,032 11,443

仕掛品 9,454 8,738

原材料及び貯蔵品 6,264 5,291

その他 3,988 3,409

貸倒引当金 △107 △144

流動資産合計 88,841 78,468

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 29,066 29,482

機械装置及び運搬具（純額） 33,926 34,044

その他（純額） 13,369 13,530

有形固定資産合計 76,363 77,057

無形固定資産 331 308

投資その他の資産   

投資有価証券 12,548 11,094

その他 3,371 3,602

貸倒引当金 △14 △14

投資その他の資産合計 15,905 14,681

固定資産合計 92,600 92,047

資産合計 181,441 170,516

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 31,806 28,952

短期借入金 36,185 28,695

未払法人税等 372 770

その他 13,914 15,451

流動負債合計 82,279 73,869

固定負債   

社債 8,570 8,690

長期借入金 21,089 20,551

退職給付引当金 6,959 7,107

役員退職慰労引当金 12 13

負ののれん 67 74

その他 6,208 5,716

固定負債合計 42,907 42,153

負債合計 125,186 116,022
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23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22年11月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 16,074 16,074

資本剰余金 11,560 11,560

利益剰余金 31,295 30,001

自己株式 △185 △181

株主資本合計 58,745 57,455

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,641 2,840

為替換算調整勘定 △8,681 △8,301

評価・換算差額等合計 △5,039 △5,461

少数株主持分 2,548 2,500

純資産合計 56,254 54,493

負債純資産合計 181,441 170,516
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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21年12月１日 

 至 平成22年２月28日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 

 至 平成23年２月28日) 

売上高 28,247 37,788

売上原価 22,790 29,194

売上総利益 5,457 8,594

販売費及び一般管理費 4,633 5,290

営業利益 823 3,304

営業外収益   

受取利息 17 25

受取配当金 18 30

負ののれん償却額 5 6

持分法による投資利益 0 8

その他 94 52

営業外収益合計 136 124

営業外費用   

支払利息 367 300

その他 178 225

営業外費用合計 545 525

経常利益 414 2,903

特別利益   

固定資産売却益 5 6

投資有価証券売却益 － 8

貸倒引当金戻入額 － 36

特別利益合計 5 52

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 6 37

投資有価証券評価損 4 －

ゴルフ会員権評価損 － 3

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 28

特別損失合計 10 68

税金等調整前四半期純利益 409 2,886

法人税、住民税及び事業税 143 292

法人税等還付税額 △59 －

法人税等調整額 19 251

法人税等合計 103 544

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,342

少数株主利益 21 54

四半期純利益 283 2,288
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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21年12月１日 

 至 平成22年２月28日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 

 至 平成23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 409 2,886

減価償却費 2,311 2,277

負ののれん償却額 △5 △6

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3 △34

退職給付引当金の増減額（△は減少） 135 △118

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △0 △0

受取利息及び受取配当金 △35 △55

支払利息 367 300

持分法による投資損益（△は益） △0 △8

有形固定資産売却損益（△は益） △5 △6

有形固定資産除却損 6 37

投資有価証券売却損益（△は益） － △8

投資有価証券評価損益（△は益） 4 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,427 △1,264

たな卸資産の増減額（△は増加） △9 △2,517

仕入債務の増減額（△は減少） 3,612 3,040

その他 △2 △2,249

小計 5,362 2,269

利息及び配当金の受取額 54 64

利息の支払額 △352 △318

法人税等の支払額 △66 △662

法人税等の還付額 208 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,206 1,352

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,935 △1,624

有形固定資産の売却による収入 18 9

投資有価証券の取得による支出 △85 △89

投資有価証券の売却による収入 － 11

貸付けによる支出 △10 △5

貸付金の回収による収入 6 5

その他 △12 △15

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,018 △1,707

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） △1,009 7,782

長期借入れによる収入 － 4,460

長期借入金の返済による支出 △2,982 △4,122

社債の発行による収入 200 －

社債の償還による支出 － △20

リース債務の返済による支出 △171 △193

配当金の支払額 △372 △994

少数株主への配当金の支払額 △3 △5

その他 △2 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,342 6,903
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（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 

 至 平成23年２月28日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 118 △100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,036 6,447

現金及び現金同等物の期首残高 28,262 18,756

現金及び現金同等物の四半期末残高 27,226 25,203
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 該当事項はありません。  

  

   

① 平成22年11月期 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） 

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第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．事業区分は、経営管理上採用している区分及び販売市場の類似性を考慮して決定いたしました。 

２．事業区分の主要な製品 

(1) 機械工具事業…工具、工作機械、ロボット 

(2) 部品事業………ベアリング、油圧機器 

(3) その他の事業…特殊鋼、運送、情報処理関連 

  

〔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．日本以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 米 州…米国、カナダ、ブラジル 

(2) 欧 州…ドイツ、チェコ 

(3) アジア…シンガポール、タイ、オーストラリア、中国     

  

〔海外売上高〕 

前第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．各区分に属する主な国又は地域 

(1）米 州…米国、カナダ、ブラジル 

(2）欧 州…ドイツ、イギリス、フランス 

(3）アジア…中国、台湾、韓国、シンガポール、タイ、オーストラリア 

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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
機械工具事業

（百万円） 
部品事業

（百万円） 
その他の事業

（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  7,389  18,394  2,463  28,247  －  28,247

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 8  260  1,511  1,780 (1,780)  －

計  7,397  18,655  3,975  30,028 (1,780)  28,247

営業利益又は営業損失（△）  △452  1,123  181  853 (29)  823

  
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  21,132  2,976  1,144  2,993  28,247  －  28,247

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 3,664  68  79  129  3,941 (3,941)  －

計  24,797  3,044  1,223  3,123  32,189 (3,941)  28,247

営業利益  494  68  23  287  873 (49)  823

  米州 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  2,983  1,237  5,933  10,154

Ⅱ 連結売上高（百万円）        28,247

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

 10.5  4.4  21.0  35.9
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② 平成23年11月期 第１四半期連結累計期間（自平成22年12月１日 至平成23年２月28日）  

１．報告セグメントの概要   

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、主に市場、製品及びサービスの性質を総合的に勘案して事業セグメントを決定しており、当社の財政

状態及び経営成績の適切な理解に資するために、複数の事業セグメントを集約しております。 

 これにより、当社は、「機械工具事業」、「部品事業」、「その他の事業」の３区分を報告セグメントとして

おります。「機械工具事業」は工具、工作機械、ロボットを製造・販売しております。「部品事業」はベアリン

グ及び油圧機器を製造・販売しております。「その他の事業」は特殊鋼の製造・販売、運送・情報処理関連のサ

ービスを行っております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報   

当第１四半期連結累計期間（自平成22年12月１日 至平成23年２月28日）               (単位：百万円)

(注)１．セグメント利益の調整額7百万円は、セグメント間取引消去であります。 

(注)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。 

  

  (追加情報)   

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21

年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20

年3月21日)を適用しております。 

  

  

 該当事項はありません。   

   

  
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 機械工具 部品 その他 計

売上高             

 外部顧客への売上高  11,797 22,714 3,276 37,788  － 37,788

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高 

 629 155 1,855 2,641 (2,641) －

計  12,426 22,870 5,132 40,430 (2,641) 37,788

セグメント利益  793 2,040 463 3,297  7 3,304

（６）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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