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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 ％ 

23年11月期第２四半期  78,918  28.3  7,175  134.5  6,348  179.4  5,129  181.7

22年11月期第２四半期  61,513  11.0  3,059  －  2,271  －  1,820  －

  
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 

23年11月期第２四半期 20.63       － 

22年11月期第２四半期  7.32        － 

  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 

23年11月期第２四半期  181,317  59,322  31.2 227.82 

22年11月期  170,516  54,493  30.5 209.11 

（参考）自己資本 23年11月期第２四半期 56,641百万円 22年11月期 51,993百万円

  
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 

22年11月期       － 0.00       － 4.  00 4.  00

23年11月期       － 0.00     

23年11月期（予想）           － 5.  00 5.  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 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  165,000  22.4  15,000  81.9  13,000  100.0  10,000  79.8 40.22 

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 有



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他」をご覧ください。） 

新規   － 社   、除外  － 社  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

  

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（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予想につきましては発表日現在のデータに基づき作成したものであり、予想につきまし

ては様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる可能性があります。なお、

上記予想に関する事項は、３ページ「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報」の「(3)連結業績予想に関す

る定性的情報」をご参照ください。  

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 有

① 会計基準等の改正に伴う変更： 有  

② ①以外の変更              ： 無  

  ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年11月期２Q 249,193,436株 22年11月期 249,193,436株

  ② 期末自己株式数 23年11月期２Q 572,385株 22年11月期 551,776株

  ③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年11月期２Q 248,629,035株 22年11月期２Q 248,654,319株
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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（平成22年12月１日～平成23年５月31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拡大する中、市販や産業機械分野においても持ち直しの動きが顕著になるなど、世界経済は

総じて景気回復基調が継続しております。一方で国内では、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、自

動車業界が減産を余儀なくされるなど、産業界への影響は大きく、足許では大変厳しい状況にあります。 

 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強みを活かし、

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２四半期連結累計期間の連結売上高は

789億18百万円と前年同期に比べ28.3％の増収となりました。このうち、国内向けの売上高は475億70百万円(前年

同期比24.1％増)、海外売上高は313億48百万円(同35.3％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円高による輸出採算の悪化の影響がありましたが、売上・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71億75百万円(前年同期比2.3倍)、経常利益は63億48百万円(同2.8倍)、四半期純利益は51億29百万円

(同2.8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。なお、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及びその適用指針を適用しておりますが、前連結会計年度における事業の種類別セグ

メントと当連結会計年度におけるセグメントとの間に変更が無いため、前年同四半期比を記載しております。 

①機械工具事業では、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260億52百万円(前年同期比48.4％増)となり、営

業利益は20億74百万円(前年同期は1億33百万円の営業損失)となりました。 

②部品事業では、震災の影響により国内自動車向けが一時的に落ち込んだものの、新興国を中心とした輸出案

件のとり込みに加え、建設機械、産業機械向け油圧機器の需要が伸長し、部品トータルの売上高は459億29

百万円(前年同期比18.2％増)となり、営業利益は41億7百万円(同48.4％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69億37百万円(前年同期比36.0％

増)、営業利益は9億85百万円(同2.3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２四半期連結会計期間末の資産合計は、1,813億17百万円となり、前連結会計年度末に比べ108億円増加しま

した。主として、現金及び預金30億53百万円、受取手形及び売掛金27億57百万円、たな卸資産35億93百万円が増加

しております。 

 負債合計は、1,219億94百万円となり、前連結会計年度末に比べ59億72百万円増加しました。主として、支払手

形及び買掛金36億72百万円、借入金12億90百万円が増加しております。 

 純資産合計は、593億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ48億28百万円増加しました。主として、利益剰

余金41億34百万円が増加しております。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累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73

億94百万円（前年同期比48億88百万円減）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62億

56百万円、減価償却費46億17百万円、仕入債務の増加35億28百万円などにより資金が増加し、売上債権の増加25億

94百万円、たな卸資産の増加34億41百万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41億43百万円（前年同期比1億77百万円増）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。 

 財務活動により使用した資金は2億11百万円（前年同期比71億94百万円減）となりました。主な増減としまして

は、借入金の純増額12億59百万円により資金が増加し、配当金の支払額9億94百万円、リース債務の返済4億61百万

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２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は218億91百万円となり、前連結会計

年度末に比べ31億35百万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
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（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、緩やかな回復がすすむものと思われますが、

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、製造・販売・開発の各面で抜本的な改善と継続的なコスト

ダウンを推しすすめ、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。 

  

  

  

（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）  

 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）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  

 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、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ2百万円減少

し、税金等調整前四半期純利益は30百万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  

 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２四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２四半期連結会計期間末
(平成23年５月31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 21,921 18,868

受取手形及び売掛金 33,618 30,861

商品及び製品 13,097 11,443

仕掛品 9,662 8,738

原材料及び貯蔵品 6,308 5,291

その他 4,165 3,409

貸倒引当金 △109 △144

流動資産合計 88,664 78,468

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 28,882 29,482

機械装置及び運搬具（純額） 34,564 34,044

その他（純額） 13,892 13,530

有形固定資産合計 77,338 77,057

無形固定資産 316 308

投資その他の資産   

投資有価証券 11,590 11,094

その他 3,428 3,602

貸倒引当金 △21 △14

投資その他の資産合計 14,997 14,681

固定資産合計 92,652 92,047

資産合計 181,317 170,516

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 32,624 28,952

短期借入金 24,037 28,695

未払法人税等 739 770

その他 16,510 15,451

流動負債合計 73,912 73,869

固定負債   

社債 8,560 8,690

長期借入金 26,499 20,551

退職給付引当金 6,827 7,107

役員退職慰労引当金 13 13

負ののれん 61 74

その他 6,120 5,716

固定負債合計 48,082 42,153

負債合計 121,994 116,022
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年５月31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 34,136 30,001

自己株式 △189 △181

株主資本合計 61,582 57,455

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,066 2,840

為替換算調整勘定 △8,007 △8,301

評価・換算差額等合計 △4,941 △5,461

少数株主持分 2,681 2,500

純資産合計 59,322 54,493

負債純資産合計 181,317 170,516
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 

 至 平成22年５月31日) 

当第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) 

売上高 61,513 78,918

売上原価 48,937 61,052

売上総利益 12,575 17,866

販売費及び一般管理費 9,516 10,691

営業利益 3,059 7,175

営業外収益   

受取利息 30 54

受取配当金 28 45

負ののれん償却額 11 13

持分法による投資利益 3 25

その他 249 144

営業外収益合計 325 284

営業外費用   

支払利息 717 615

その他 395 495

営業外費用合計 1,112 1,111

経常利益 2,271 6,348

特別利益   

固定資産売却益 19 10

投資有価証券売却益 － 8

貸倒引当金戻入額 － 24

負ののれん発生益 － 8

特別利益合計 19 53

特別損失   

固定資産売却損 1 1

固定資産除却損 33 50

投資有価証券評価損 9 60

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 44 144

税金等調整前四半期純利益 2,246 6,256

法人税、住民税及び事業税 383 816

法人税等還付税額 △17 －

法人税等調整額 △7 172

法人税等合計 358 989

少数株主損益調整前四半期純利益 － 5,267

少数株主利益 67 137

四半期純利益 1,820 5,129
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年５月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成23年５月31日) 

売上高 33,265 41,130

売上原価 26,147 31,858

売上総利益 7,118 9,271

販売費及び一般管理費 4,882 5,412

営業利益 2,235 3,858

営業外収益   

受取利息 13 28

受取配当金 10 15

負ののれん償却額 6 6

持分法による投資利益 2 16

その他 170 91

営業外収益合計 203 159

営業外費用   

支払利息 350 315

その他 231 270

営業外費用合計 582 585

経常利益 1,856 3,433

特別利益   

固定資産売却益 14 3

負ののれん発生益 － 8

特別利益合計 14 12

特別損失   

固定資産売却損 1 1

固定資産除却損 27 13

投資有価証券評価損 4 60

特別損失合計 33 75

税金等調整前四半期純利益 1,836 3,370

法人税、住民税及び事業税 239 523

法人税等還付税額 42 －

法人税等調整額 △27 △78

法人税等合計 254 445

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,924

少数株主利益 45 83

四半期純利益 1,536 2,841
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 

 至 平成22年５月31日) 

当第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) 

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 2,246 6,256

減価償却費 4,607 4,617

負ののれん償却額 △11 △13

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △28

退職給付引当金の増減額（△は減少） 302 △271

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 △59 △100

支払利息 717 615

持分法による投資損益（△は益） △3 △25

有形固定資産売却損益（△は益） △17 △8

有形固定資産除却損 33 50

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） 9 60

売上債権の増減額（△は増加） △2,148 △2,594

たな卸資産の増減額（△は増加） △549 △3,441

仕入債務の増減額（△は減少） 6,123 3,528

その他 1,002 10

小計 12,253 8,646

利息及び配当金の受取額 81 105

利息の支払額 △702 △645

法人税等の支払額 △162 △831

法人税等の還付額 812 118

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,282 7,394

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 △3,933 △3,981

有形固定資産の売却による収入 78 21

投資有価証券の取得による支出 △107 △176

投資有価証券の売却による収入 － 11

貸付けによる支出 △13 △10

貸付金の回収による収入 13 10

その他 △3 △19

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,965 △4,143

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） △4,762 △5,410

長期借入れによる収入 4,487 16,780

長期借入金の返済による支出 △6,587 △10,109

社債の発行による収入 200 －

社債の償還による支出 △10 △30

リース債務の返済による支出 △334 △461

配当金の支払額 △373 △994

少数株主への配当金の支払額 △21 △5

少数株主からの払込みによる収入 － 27

その他 △4 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,405 △211
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 

 至 平成22年５月31日) 

当第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) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 137 96

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,049 3,135

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 29,311 21,891
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 該当事項はありません。  

  

  

① 平成22年11月期 第２四半期連結累計期間（自平成21年12月１日 至平成22年５月31日） 

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第２四半期連結累計期間（自平成21年12月１日 至平成22年５月31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２四半期連結累計期間（自平成21年12月１日 至平成22年５月31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２四半期連結累計期間（自平成21年12月１日 至平成22年５月31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  17,556  38,855  5,101  61,513  －  61,513

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 15  385  3,103  3,503 (3,503)  －

計  17,571  39,240  8,204  65,016 (3,503)  61,513

営業利益又は営業損失(△)  △133  2,767  423  3,056  2  3,059

  
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  46,217  6,360  2,526  6,408  61,513  －  61,513

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 8,391  130  158  251  8,931 (8,931)  －

計  54,609  6,491  2,684  6,659  70,445 (8,931)  61,513

営業利益  2,224  283  113  532  3,153 (94)  3,059

  米州 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  6,668  2,677  13,826  23,173

Ⅱ 連結売上高（百万円）        61,513

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

 10.8  4.4  22.5  37.7
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② 平成23年11月期 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）  

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）               (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等であります。 

(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)   

 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  26,052 45,929 6,937 78,918  － 78,918

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高 

 1,315 642 3,783 5,741 (5,741) －

計  27,367 46,572 10,720 84,660 (5,741) 78,918

セグメント利益  2,074 4,107 985 7,167  7 7,175

（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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