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1.  平成24年11月期第3四半期の連結業績（平成23年12月1日～平成24年8月31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3四半期 11,481 △7.0 △255 ― △210 ― △318 ―
23年11月期第3四半期 12,346 △14.0 △56 ― 30 △92.5 △57 ―

（注）包括利益 24年11月期第3四半期 △119百万円 （―％） 23年11月期第3四半期 △89百万円 （―％）

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3四半期 △16.69 ―
23年11月期第3四半期 △3.03 ―

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3四半期 16,219 8,557 52.2 443.53
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3四半期  8,467百万円 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 ― 0.00 ―
24年11月期（予想） 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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
連結業績予想の修正につきましては、本日（平成24年10月５日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 17,000 0.9 150 △42.2 100 △69.9 50 3.0 2.62
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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（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（注記事項）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 
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。 

※  注記事項

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3Q 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3Q 262,859 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3Q 19,091,753 株 23年11月期3Q 19,091,953 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間（平成23年12月１日～平成24年８月31日）におけるわが国経済は、昨年の東日本大震

災からの復興が進み緩やかな回復傾向が見られましたが、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

新需要の掘り起こしを行い、産業機械・機器の受注販売は堅調に推移しましたが、ＤＶＤケースおよびゲームソフ

ト用のケース販売については、収益性・資金効率の観点から順次撤退する方針にあることから販売数量が大幅に減

少いたしました。また、プリフォーム事業においては、主要市場である中国飲料市場が景気減速等の影響を受け、

主要顧客の飲料販売が不振であったため、ペットボトル用プリフォームの販売数量が著しく低迷いたしました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は11,481百万円（前年同四半期比7.0％減）、営業損失は255百万

円（前年同四半期は56百万円の損失）、経常損失は210百万円（前年同四半期は30百万円の利益）となりました。 

四半期純損失は、特別利益として受取保険金56百万円等があったものの、特別損失として連結子会社の解散決議

に伴う事業撤退損96百万円等を計上したことから、318百万円（前年同四半期は57百万円の損失）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３四半期連結会計期間末における流動資産は8,922百万円となり、前連結会計年度末に比べ379百万円減少い

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、原材料及び貯蔵品

が減少したことによるものであります。固定資産は7,296百万円となり、前連結会計年度末に比べ３百万円増加い

たしました。これは主に有形固定資産が減少したものの、関係会社出資金が増加したことによるものであります。

その結果、総資産は16,219百万円となり、前連結会計年度末に比べ376百万円減少いたしました。 

  

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における流動負債は6,305百万円となり、前連結会計年度末に比べ101百万円増加い

たしました。これは主に支払手形及び買掛金、未払法人税等、災害損失引当金が減少したものの、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1,356百万円となり、前連結会計年度末に比べ303百万円減少いたしまし

た。これは主に社債および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7,662百万円となり、前連結会計年度末に比べ202百万円減少いたしました。 

  

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は8,557百万円となり、前連結会計年度末に比べ174百万円減少いた

しました。これは主に為替換算調整勘定が増加したものの、四半期純損失を計上したことに伴い利益剰余金が減少

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52.2％（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 

平成24年11月期の通期連結業績予想につきましては、本日（平成24年10月５日）公表いたしました「業績予想の

修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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３四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 

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（注記事項）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３四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,778,692 3,316,552

受取手形及び売掛金 3,637,405 2,219,411

商品及び製品 1,255,726 1,866,968

原材料及び貯蔵品 348,679 272,168

前渡金 698,667 953,467

繰延税金資産 26,025 8,259

その他 577,493 332,189

貸倒引当金 △20,288 △46,359

流動資産合計 9,302,402 8,922,659

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,479,805 1,420,831

機械装置及び運搬具（純額） 2,726,530 2,533,982

土地 80,479 80,479

リース資産（純額） 113,495 72,307

建設仮勘定 77,070 272,065

その他（純額） 689,194 687,266

有形固定資産合計 5,166,574 5,066,933

無形固定資産   

ソフトウエア 39,461 28,422

その他 278,290 285,554

無形固定資産合計 317,752 313,976

投資その他の資産   

投資有価証券 284,414 303,082

関係会社出資金 934,589 1,031,112

長期貸付金 31,670 31,020

敷金及び保証金 200,491 205,076

繰延税金資産 25,455 26,392

その他 871,795 335,351

貸倒引当金 △539,223 △16,044

投資その他の資産合計 1,809,192 1,915,992

固定資産合計 7,293,519 7,296,902

資産合計 16,595,921 16,219,561
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,281,620 1,773,677

短期借入金 1,902,303 1,905,126

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

未払法人税等 48,235 19,842

前受金 1,104,929 1,831,750

受注損失引当金 200 725

災害損失引当金 87,195 －

繰延税金負債 1,594 866

その他 757,670 753,573

流動負債合計 6,203,750 6,305,561

固定負債   

社債 70,000 50,000

長期借入金 1,464,778 1,184,293

繰延税金負債 80,428 84,770

その他 45,318 37,641

固定負債合計 1,660,525 1,356,705

負債合計 7,864,275 7,662,266

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 1,391,527

自己株式 △222,786 △222,796

株主資本合計 9,382,051 9,006,054

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 △12,600

繰延ヘッジ損益 △8,068 △40,882

為替換算調整勘定 △690,527 △484,741

その他の包括利益累計額合計 △719,657 △538,224

新株予約権 19,876 19,180

少数株主持分 49,375 70,283

純資産合計 8,731,645 8,557,294

負債純資産合計 16,595,921 16,219,561
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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22年12月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第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) 

売上高 12,346,168 11,481,557

売上原価 10,305,859 9,720,077

売上総利益 2,040,308 1,761,480

販売費及び一般管理費 2,096,769 2,016,958

営業損失（△） △56,460 △255,477

営業外収益   

受取利息 13,753 19,488

受取配当金 3,331 3,418

為替差益 78,883 53,741

持分法による投資利益 99,758 67,521

その他 45,386 51,467

営業外収益合計 241,113 195,637

営業外費用   

支払利息 83,910 112,586

デリバティブ評価損 38,251 －

その他 32,155 37,708

営業外費用合計 154,317 150,294

経常利益又は経常損失（△） 30,335 △210,135

特別利益   

貸倒引当金戻入額 695 －

固定資産売却益 2,726 －

投資有価証券売却益 － 29,999

保険解約返戻金 28,132 1,750

事業譲渡益 44,517 －

受取保険金 39,594 56,873

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 137,945 97,034

特別損失   

固定資産売却損 19,955 －

固定資産除却損 40,481 1,308

減損損失 58,519 16,385

災害による損失 26,721 －

投資有価証券売却損 5,897 504

関係会社出資金評価損 － 6,482

事業撤退損 － 96,148

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 169,975 120,830

税金等調整前四半期純損失（△） △1,694 △233,930

法人税、住民税及び事業税 35,350 45,415

法人税等調整額 12,318 21,534

法人税等合計 47,669 66,950

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △49,363 △300,881

少数株主利益 8,464 17,830

四半期純損失（△） △57,827 △318,711
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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22年12月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △49,363 △300,881

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,218 8,460

繰延ヘッジ損益 5,971 △32,813

為替換算調整勘定 △43,635 205,785

その他の包括利益合計 △39,882 181,432

四半期包括利益 △89,246 △119,448

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △95,252 △137,612

少数株主に係る四半期包括利益 6,006 18,164
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該当事項はありません。 

   

当社は第１四半期会計期間において、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３四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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