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(百万円未満切捨て)

１．平成29年11月期第２四半期の連結業績（平成28年12月１日～平成29年５月31日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年11月期第２四半期 58,813 10.0 9,121 △7.3 9,187 △2.9 6,229 7.1

28年11月期第２四半期 53,484 △4.8 9,835 △10.7 9,462 △13.8 5,816 △12.1
(注) 包括利益 29年11月期第２四半期 7,912百万円( －％) 28年11月期第２四半期 △1,703百万円( －％)
　

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

29年11月期第２四半期 69.19 62.85

28年11月期第２四半期 62.52 56.96
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

29年11月期第２四半期 160,376 108,653 60.4

28年11月期 156,081 103,059 59.1
(参考) 自己資本 29年11月期第２四半期 96,908百万円 28年11月期 92,216百万円
　

　

　

２．配当の状況

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

28年11月期 － 22.00 － 28.00 50.00

29年11月期 － 21.00

29年11月期(予想) － 23.00 44.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．平成29年11月期の連結業績予想（平成28年12月１日～平成29年11月30日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 118,000 11.8 19,500 6.9 19,000 6.7 11,500 13.5 127.74
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　

　

（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
　

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 29年11月期２Ｑ 95,955,226株 28年11月期 95,955,226株

② 期末自己株式数 29年11月期２Ｑ 5,895,219株 28年11月期 5,930,079株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年11月期２Ｑ 90,029,543株 28年11月期２Ｑ 93,024,113株
　

　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 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の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判
断する一定の前提に基づいており、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。実際の業績等は様々
な要因により大きく異なる可能性があります、業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事
項等については、添付資料P.2「1.(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
・当社は四半期決算補足説明資料を作成しており、決算発表後一週間以内に当社ホームページに掲載する予定です。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（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世界経済は、一部に弱さが見られましたが全体としては緩やかな回復基調と

なりました。米国は新政権の政策をめぐる不透明感はあるものの、個人消費を中心に総じて堅調に推移しました。

欧州はイギリス、フランス、ドイツ等主要国での消費を中心に緩やかな回復傾向を維持しました。中国も堅調な個

人消費を中心に持ち直しの動きが見られ、その他アジアの新興国は、以前の高い伸びと比べて鈍化したものの一定

の成長を持続しました。国内においては、個人消費の低迷は続いているものの、自動車販売、生産、輸出、投資に

支えられ拡大を維持しました。

当社グループにおいては、引き続き販売網や物流拠点の拡充を図るとともに、超硬製品の生産能力の増強及び主

力のタップ製造の自動化に努めております。日本及び欧州での需要は引き続き堅調で中国も回復基調に転じ、主要

ユーザーである自動車関連産業向け、及び航空機関連産業向け需要はともに堅調に推移しました。製品別売上では

主力のタップ、超硬ドリル、超硬エンドミル、ハイスドリル等製品全般に渡って増加しました。また海外売上高比

率は為替変動による換算の影響を受けつつも57.5％（前年同四半期連結累計期間（以下、「前年同期」という。）は

55.3％）と増加しました。営業利益は、韓国での一時金計上及び円高進行に起因する輸出採算性の低下や換算の影

響もあり前年同期と比較して減少しました。

以上の結果、売上高は588億１千３百万円（前年同期比10.0％増）、営業利益は91億２千１百万円（前年同期比

7.3％減）、経常利益は91億８千７百万円（前年同期比2.9％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は62億２千

９百万円（前年同期比7.1％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、受取手形及び売掛金、建物及び構築物（純額）等が増加したこ

とから、前連結会計年度末（以下、「前期末」という）と比較して42億９千５百万円増加し、1,603億７千６百万円

となりました。

一方、負債は長期借入金、未払法人税等の増加がありましたが、短期借入金、未払金等が減少したことにより、

前期末と比較して12億９千８百万円減少し、517億２千３百万円となりました。

また、純資産は利益剰余金、非支配株主持分等の増加により、前期末と比較して55億９千３百万円増加し、1,086

億５千３百万円となりました。この結果、自己資本比率は60.4％（前期末は59.1％）となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第２四半期連結累計期間における業績の実績及び事業を取り巻く環境等を勘案して再計算した結果、平成29年

１月13日に発表した通期の業績予想を次のとおり修正します。

　

平成29年11月期 通期連結業績予想修正（平成28年12月１日～平成29年11月30日）

（単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

前回発表予想(A) 116,500 19,500 19,000 11,500

今回修正予想(B) 118,000 19,500 19,000 11,500

増減額(B-A) 1,500 ― ― ―

増減率(％) 1.3 ― ― ―

(参考) 前期実績
(平成28年11月期)

105,561 18,246 17,813 10,134

(参考) １株当たり予想当期純利益 127円74銭
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年11月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 18,003 18,248

受取手形及び売掛金 20,758 22,908

有価証券 0 0

商品及び製品 20,978 21,865

仕掛品 4,879 5,499

原材料及び貯蔵品 5,834 5,792

その他 4,906 3,602

貸倒引当金 △191 △202

流動資産合計 75,168 77,715

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 18,588 20,031

機械装置及び運搬具（純額） 28,877 29,425

土地 14,830 14,807

その他（純額） 4,098 4,201

有形固定資産合計 66,395 68,466

無形固定資産

のれん 2,658 3,919

その他 829 828

無形固定資産合計 3,488 4,747

投資その他の資産

投資有価証券 6,633 6,414

その他 4,848 3,435

貸倒引当金 △452 △403

投資その他の資産合計 11,028 9,446

固定資産合計 80,912 82,661

資産合計 156,081 160,376

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,618 4,639

短期借入金 8,000 6,326

1年内返済予定の長期借入金 491 409

未払法人税等 1,436 2,398

賞与引当金 470 465

役員賞与引当金 454 251

その他 10,000 8,789

流動負債合計 25,474 23,281
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年11月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年５月31日)

固定負債

転換社債型新株予約権付社債 14,850 14,790

長期借入金 10,163 10,980

役員退職慰労引当金 108 51

退職給付に係る負債 280 532

その他 2,145 2,088

固定負債合計 27,547 28,441

負債合計 53,021 51,723

純資産の部

株主資本

資本金 10,404 10,404

資本剰余金 12,090 11,996

利益剰余金 81,840 85,545

自己株式 △10,967 △10,903

株主資本合計 93,368 97,043

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,267 2,672

繰延ヘッジ損益 △0 △0

為替換算調整勘定 △3,419 △2,806

その他の包括利益累計額合計 △1,152 △134

新株予約権 13 13

非支配株主持分 10,829 11,731

純資産合計 103,059 108,653

負債純資産合計 156,081 160,376
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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：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年12月１日
　至 平成28年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年12月１日
　至 平成29年５月31日)

売上高 53,484 58,813

売上原価 29,666 34,336

売上総利益 23,817 24,476

販売費及び一般管理費 13,982 15,354

営業利益 9,835 9,121

営業外収益

受取利息 99 79

受取配当金 38 48

為替差益 － 133

その他 436 387

営業外収益合計 574 649

営業外費用

支払利息 66 60

売上割引 340 351

為替差損 354 －

その他 185 171

営業外費用合計 947 584

経常利益 9,462 9,187

特別利益

固定資産売却益 － 315

特別利益合計 － 315

税金等調整前四半期純利益 9,462 9,502

法人税、住民税及び事業税 2,707 2,899

法人税等調整額 299 16

法人税等合計 3,007 2,915

四半期純利益 6,454 6,587

非支配株主に帰属する四半期純利益 638 358

親会社株主に帰属する四半期純利益 5,816 6,229
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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：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年12月１日
　至 平成28年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年12月１日
　至 平成29年５月31日)

四半期純利益 6,454 6,587

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △934 409

繰延ヘッジ損益 38 0

為替換算調整勘定 △7,245 908

持分法適用会社に対する持分相当額 △16 7

その他の包括利益合計 △8,158 1,324

四半期包括利益 △1,703 7,912

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,115 7,265

非支配株主に係る四半期包括利益 △587 647
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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27年12月１日
　至 平成28年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年12月１日
　至 平成29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 9,462 9,502

減価償却費 3,806 4,137

のれん償却額 106 251

受取利息及び受取配当金 △137 △128

支払利息 66 60

持分法による投資損益（△は益） △4 △0

固定資産売却損益（△は益） － △315

売上債権の増減額（△は増加） 147 △1,242

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,978 △131

仕入債務の増減額（△は減少） 202 △593

未払費用の増減額（△は減少） △432 △10

その他 138 364

小計 11,378 11,896

利息及び配当金の受取額 151 132

利息の支払額 △65 △63

役員退職慰労金及び弔慰金の支払額 － △1,017

法人税等の支払額 △3,721 △1,739

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,742 9,207

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 △991 △973

定期預金の払戻による収入 1,402 975

有形固定資産の取得による支出 △6,737 △5,581

有形固定資産の売却による収入 170 977

投資有価証券の取得による支出 △95 △32

投資有価証券の売却による収入 － 677

子会社株式の取得による支出 △734 △225

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△2,148 △655

その他 △281 △191

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,416 △5,030

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） 5,124 △1,780

長期借入れによる収入 7,884 556

長期借入金の返済による支出 △337 △318

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

－ △151

自己株式の取得による支出 △9,333 △2

自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△
は増加）

△1,002 －

新株予約権の発行による収入 13 －

配当金の支払額 △1,899 △2,492

非支配株主への配当金の支払額 △259 △194

財務活動によるキャッシュ・フロー 188 △4,383

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,597 77

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,081 △128

現金及び現金同等物の期首残高 19,402 16,555

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 357 300

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

－ 84

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,678 16,812
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（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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

一部の連結子会社は、当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する方法を採用しております。

　

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１

四半期連結会計期間から適用しております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成27年12月１日 至 平成28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：百万円)

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 米州
欧州・
アフリカ

アジア 計

売上高

外部顧客への売上高 24,358 9,797 6,391 12,936 53,484 － 53,484

セグメント間の内部
売上高又は振替高

8,747 72 27 1,010 9,858 △9,858 －

計 33,106 9,870 6,418 13,946 63,342 △9,858 53,484

セグメント利益 5,005 1,370 669 2,440 9,486 348 9,835

(注) １ 調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

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。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成28年12月１日 至 平成29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：百万円)

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 米州
欧州・
アフリカ

アジア 計

売上高

外部顧客への売上高 25,338 10,433 8,753 14,288 58,813 － 58,813

セグメント間の内部
売上高又は振替高

9,081 90 50 997 10,219 △10,219 －

計 34,419 10,524 8,803 15,285 69,032 △10,219 58,813

セグメント利益 4,989 1,473 665 2,090 9,218 △96 9,121

(注) １ 調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

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。
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２. 報告セグメントの変更等に関する事項

第１四半期連結会計期間より、南アフリカに所在するSomta Tools (Pty) Ltdを連結の範囲に含めたことに伴

い、報告セグメントを従来の「欧州」と合わせ、「欧州・アフリカ」として記載しております。

なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の名称で表示しております。

　

（５）販売の状況

(単位：百万円)

品 目 別
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年12月１日
　至 平成28年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年12月１日
　至 平成29年５月31日)

切削工具

ねじ切り工具 17,037 18,472

ミーリングカッター 12,591 13,453

その他切削工具 13,465 15,441

計 43,095 47,367

転造工具 4,737 5,043

測定工具 711 767

その他

機械 2,253 2,045

その他 2,686 3,588

計 4,940 5,634

合 計 53,484 58,813
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