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1.  平成24年11月期第1四半期の連結業績（平成23年12月1日～平成24年2月29日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

24年11月期第1四半期 3,473 △0.0 △106 ― △50 ― △9 ―
23年11月期第1四半期 3,475 △12.1 △47 ― △52 ― △122 ―

（注）包括利益 24年11月期第1四半期 107百万円 （―％） 23年11月期第1四半期 △212百万円 （―％）

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

24年11月期第1四半期 △0.51 ―
23年11月期第1四半期 △6.42 ―

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

24年11月期第1四半期 16,630 8,782 52.4 456.25
23年11月期 16,595 8,731 52.2 453.72
（参考） 自己資本   24年11月期第1四半期  8,710百万円 23年11月期  8,662百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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

23年11月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
24年11月期 ―
24年11月期（予想） 0.00 ― 3.00 3.00

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） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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

第2四半期(累計) 7,500 △2.1 △100 ― △150 ― △100 ― △5.24
通期 18,000 6.8 500 92.7 500 50.7 400 724.4 20.95

kamimoto
ALTECH



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料P.３「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
連結業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と大きく異な
る可能性があります。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 24年11月期1Q 19,354,596 株 23年11月期 19,354,596 株
② 期末自己株式数 24年11月期1Q 262,819 株 23年11月期 262,819 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年11月期1Q 19,091,777 株 23年11月期1Q 19,092,094 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間（平成23年12月１日～平成24年２月29日）におけるわが国経済は、東日本大震災直後

のサプライチェーンの寸断の立て直しが進み、生産活動の回復傾向が見られたものの、欧州の債務危機による世界

経済への悪影響や円高の進行による企業業績の下振れが懸念されるなど景気の先行きが不透明な状況で推移いたし

ました。 

このような市場環境の下当社グループは、商社事業においては、新商品の発掘や既存得意先の機械設備等の更新

需要の掘り起しを行い、主力の産業機械・機器の受注販売に持ち直しの傾向が見られました。一方、プリフォーム

事業においては、新規得意先の開拓や生産効率の向上に取り組んでまいりましたが、主要得意先の飲料製品の販売

不振による影響を受けました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は3,473百万円（前年同四半期比0.0％減）、営業損失は106百万

円（前年同四半期は47百万円の損失）、経常損失は50百万円（前年同四半期は52百万円の損失）となりました。 

四半期純損失は、投資有価証券売却益29百万円および受取保険金28百万円等を特別利益として計上したことから

９百万円（前年同四半期は122百万円の損失）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は9,339百万円となり、前連結会計年度末に比べ36百万円増加い

たしました。これは主に現金及び預金、商品及び製品が増加したものの、受取手形及び売掛金が減少したことによ

るものであります。固定資産は7,291百万円となり、前連結会計年度末に比べ２百万円減少いたしました。これは

主に投資有価証券が増加したものの有形固定資産が減少したことによるものであります。 

その結果、総資産は16,630百万円となり、前連結会計年度末に比べ34百万円増加いたしました。 

  

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における流動負債は6,400百万円となり、前連結会計年度末に比べ197百万円増加い

たしました。これは主に支払手形及び買掛金が減少したものの、短期借入金および前受金が増加したことによるも

のであります。固定負債は1,447百万円となり、前連結会計年度末に比べ213百万円減少いたしました。これは主に

長期借入金が減少したことによるものであります。 

その結果、負債合計は7,848百万円となり、前連結会計年度末に比べ15百万円減少いたしました。 

  

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は8,782百万円となり、前連結会計年度末に比べ50百万円増加いた

しました。これは主に資本剰余金が配当により減少したものの、為替換算調整勘定および繰延ヘッジ損益が増加し

たことによるものであります。 

その結果、自己資本比率は52.4％（前連結会計年度末は52.2％）となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

現時点において、平成24年１月16日に発表した第２四半期連結累計期間および通期の業績予想に変更はありませ

ん。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

（税金費用） 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

  

（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。 

  

（４）追加情報 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正により、「会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。

  

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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23年11月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年２月29日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,778,692 3,295,084

受取手形及び売掛金 3,637,405 2,813,342

商品及び製品 1,255,726 1,799,673

原材料及び貯蔵品 348,679 356,897

前渡金 698,667 763,817

繰延税金資産 26,025 5,829

その他 577,493 337,464

貸倒引当金 △20,288 △33,067

流動資産合計 9,302,402 9,339,042

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,479,805 1,481,906

機械装置及び運搬具（純額） 2,726,530 2,676,533

土地 80,479 80,479

リース資産（純額） 113,495 98,347

建設仮勘定 77,070 88,726

その他（純額） 689,194 697,075

有形固定資産合計 5,166,574 5,123,067

無形固定資産   

ソフトウエア 39,461 35,077

その他 278,290 286,778

無形固定資産合計 317,752 321,855

投資その他の資産   

投資有価証券 284,414 305,062

関係会社出資金 934,589 936,693

長期貸付金 31,670 31,020

敷金及び保証金 200,491 207,079

繰延税金資産 25,455 42,105

その他 871,795 334,335

貸倒引当金 △539,223 △9,869

投資その他の資産合計 1,809,192 1,846,427

固定資産合計 7,293,519 7,291,351

資産合計 16,595,921 16,630,393
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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１四半期連結会計期間 
(平成24年２月29日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,281,620 2,160,063

短期借入金 1,902,303 2,108,577

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

未払法人税等 48,235 19,765

前受金 1,104,929 1,327,406

受注損失引当金 200 988

災害損失引当金 87,195 78,463

繰延税金負債 1,594 21,843

その他 757,670 663,782

流動負債合計 6,203,750 6,400,890

固定負債   

社債 70,000 60,000

長期借入金 1,464,778 1,268,731

繰延税金負債 80,428 78,537

その他 45,318 40,225

固定負債合計 1,660,525 1,447,494

負債合計 7,864,275 7,848,385

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,527,829 5,527,829

資本剰余金 2,366,770 2,309,494

利益剰余金 1,710,238 1,700,578

自己株式 △222,786 △222,786

株主資本合計 9,382,051 9,315,116

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △21,061 △157

繰延ヘッジ損益 △8,068 31,387

為替換算調整勘定 △690,527 △635,760

その他の包括利益累計額合計 △719,657 △604,529

新株予約権 19,876 19,876

少数株主持分 49,375 51,545

純資産合計 8,731,645 8,782,008

負債純資産合計 16,595,921 16,630,393
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年２月29日) 

売上高 3,475,332 3,473,686

売上原価 2,847,598 2,940,895

売上総利益 627,733 532,790

販売費及び一般管理費 675,276 639,700

営業損失（△） △47,543 △106,910

営業外収益   

受取利息 4,106 6,303

為替差益 10,837 36,638

持分法による投資利益 29,707 33,007

その他 10,421 23,967

営業外収益合計 55,073 99,916

営業外費用   

支払利息 25,729 38,842

デリバティブ評価損 16,005 －

その他 18,033 5,028

営業外費用合計 59,768 43,871

経常損失（△） △52,238 △50,864

特別利益   

固定資産売却益 1,290 －

投資有価証券売却益 － 29,999

保険解約返戻金 7,177 －

受取保険金 － 28,150

災害損失引当金戻入額 － 8,411

負ののれん発生益 22,279 －

特別利益合計 30,747 66,561

特別損失   

減損損失 58,523 －

災害による損失 － 8,321

投資有価証券売却損 5,561 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 18,399 －

特別損失合計 82,484 8,321

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（△）

△103,975 7,375

法人税、住民税及び事業税 16,548 13,113

法人税等調整額 △2,840 1,544

法人税等合計 13,707 14,658

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △117,683 △7,283

少数株主利益 4,953 2,376

四半期純損失（△） △122,637 △9,659
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年２月29日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 △117,683 △7,283

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 22,589 20,903

繰延ヘッジ損益 11,191 39,456

為替換算調整勘定 △128,249 54,767

その他の包括利益合計 △94,468 115,127

四半期包括利益 △212,152 107,844

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △216,052 105,674

少数株主に係る四半期包括利益 3,900 2,169
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該当事項はありません。 

   

当社は平成24年２月28日開催の第36期定時株主総会決議に基づき下記の通り、配当の原資を資本剰余金とする配

当をいたしました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間末において資本剰余金が2,309,494千円となっております。 

（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

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成24年２月28日 

定時株主総会 
普通株式 57,275 3.00 平成23年11月30日 平成24年２月29日 資本剰余金 
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