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(百万円未満切捨て)

１．平成29年11月期第３四半期の連結業績（平成28年12月１日～平成29年８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３四半期 88,281 12.2 13,968 △3.4 14,080 1.7 9,315 10.3

28年11月期第３四半期 78,652 △6.2 14,467 △13.3 13,845 △16.8 8,448 △15.0
(注) 包括利益 29年11月期第３四半期 12,242百万円( －％) 28年11月期第３四半期 △2,494百万円( －％)
　

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３四半期 103.28 93.98

28年11月期第３四半期 91.70 83.48
　

　

（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３四半期 162,205 113,544 62.7

28年11月期 156,081 103,059 59.1
(参考) 自己資本 29年11月期第３四半期 101,639百万円 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 13.5 127.50
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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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３Ｑ 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３Ｑ 4,347,591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３Ｑ 90,193,375株 28年11月期３Ｑ 92,124,691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３四半期連結累計期間における世界経済は、地政学リスク等懸念材料もあるものの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、輸出を中心に持ち直しの動きが続き、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、個人消費の伸び悩みはあるものの、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が持続し、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M&Aによる欧州・アフリカセグメントでの外部売上高増加等により58.0％（前年同四半期連結累計期間（以下、

「前年同期」という。）は55.6％）と増加しました。営業利益は、韓国での労務費の一時金計上及び前年同期におい

ては為替変動に起因してたな卸未実現利益消去額が減少していた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882億８千１百万円（前年同期比12.2％増）、営業利益は139億６千８百万円（前年同期比

3.4％減）、経常利益は140億８千万円（前年同期比1.7％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は93億１千５百

万円（前年同期比10.3％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四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、商品及び製品、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61億２千４百万円増加し、1,622

億５百万円となりました。

一方、負債は短期借入金、転換社債型新株予約権付社債等の減少により、前期末と比較して43億６千１百万円減

少し、486億６千万円となりました。

また、純資産は利益剰余金、為替換算調整勘定の増加及び自己株式の減少等により、前期末と比較して104億８千

５百万円増加し、1,135億４千４百万円となりました。この結果、自己資本比率は62.7％（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

平成29年11月期の通期の連結業績予想については、平成29年７月12日発表の予想数値から変更はありません。
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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３四半期連結会計期間
(平成29年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 18,003 17,676

受取手形及び売掛金 20,758 22,839

有価証券 0 0

商品及び製品 20,978 22,808

仕掛品 4,879 5,568

原材料及び貯蔵品 5,834 6,000

その他 4,906 4,258

貸倒引当金 △191 △265

流動資産合計 75,168 78,885

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 18,588 19,857

機械装置及び運搬具（純額） 28,877 29,586

土地 14,830 14,873

その他（純額） 4,098 4,277

有形固定資産合計 66,395 68,595

無形固定資産

のれん 2,658 3,601

その他 829 798

無形固定資産合計 3,488 4,399

投資その他の資産

投資有価証券 6,633 7,270

その他 4,848 3,472

貸倒引当金 △452 △418

投資その他の資産合計 11,028 10,324

固定資産合計 80,912 83,319

資産合計 156,081 162,205

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,618 4,879

短期借入金 8,000 6,689

1年内返済予定の長期借入金 491 406

未払法人税等 1,436 2,335

賞与引当金 470 1,667

役員賞与引当金 454 325

その他 10,000 6,303

流動負債合計 25,474 22,607
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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３四半期連結会計期間
(平成29年８月31日)

固定負債

転換社債型新株予約権付社債 14,850 12,260

長期借入金 10,163 11,016

役員退職慰労引当金 108 52

退職給付に係る負債 280 542

その他 2,145 2,182

固定負債合計 27,547 26,053

負債合計 53,021 48,660

純資産の部

株主資本

資本金 10,404 10,404

資本剰余金 12,090 11,965

利益剰余金 81,840 86,432

自己株式 △10,967 △8,039

株主資本合計 93,368 100,763

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 2,782

繰延ヘッジ損益 △0 △1

為替換算調整勘定 △3,419 △1,905

その他の包括利益累計額合計 △1,152 875

新株予約権 13 13

非支配株主持分 10,829 11,892

純資産合計 103,059 113,544

負債純資産合計 156,081 162,205
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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：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年12月１日
　至 平成28年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年12月１日
　至 平成29年８月31日)

売上高 78,652 88,281

売上原価 43,496 51,219

売上総利益 35,156 37,062

販売費及び一般管理費 20,689 23,093

営業利益 14,467 13,968

営業外収益

受取利息 133 124

受取配当金 120 99

為替差益 － 219

その他 562 541

営業外収益合計 815 985

営業外費用

支払利息 94 91

売上割引 497 531

為替差損 609 －

その他 235 249

営業外費用合計 1,437 872

経常利益 13,845 14,080

特別利益

固定資産売却益 － 315

特別利益合計 － 315

特別損失

のれん償却額 － 266

特別損失合計 － 266

税金等調整前四半期純利益 13,845 14,129

法人税、住民税及び事業税 4,194 4,733

法人税等調整額 297 △526

法人税等合計 4,491 4,207

四半期純利益 9,353 9,921

非支配株主に帰属する四半期純利益 905 606

親会社株主に帰属する四半期純利益 8,448 9,315
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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：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年12月１日
　至 平成28年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年12月１日
　至 平成29年８月31日)

四半期純利益 9,353 9,921

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △931 519

繰延ヘッジ損益 35 △0

為替換算調整勘定 △10,934 1,793

持分法適用会社に対する持分相当額 △17 7

その他の包括利益合計 △11,847 2,321

四半期包括利益 △2,494 12,242

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,012 11,360

非支配株主に係る四半期包括利益 △481 881
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（３）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）

当第３四半期連結累計期間において、転換社債型新株予約権付社債の権利行使に伴い、自己株式を処分してお

ります。この結果、自己株式が2,935百万円、資本剰余金が38百万円、利益剰余金が306百万円それぞれ減少して

おります。

（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３四半期連結累計期間(自 平成27年12月１日 至 平成28年８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 35,642 14,802 9,169 19,038 78,652 － 78,652

セグメント間の内部
売上高又は振替高

12,903 115 31 1,491 14,541 △14,541 －

計 48,546 14,917 9,200 20,530 93,194 △14,541 78,652

セグメント利益 7,146 2,064 892 3,741 13,845 621 14,467

(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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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成28年12月１日 至 平成29年８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 37,630 15,791 13,200 21,659 88,281 － 88,281

セグメント間の内部
売上高又は振替高

14,034 160 68 1,550 15,814 △15,814 －

計 51,664 15,952 13,268 23,210 104,096 △15,814 88,281

セグメント利益 7,772 2,252 893 3,427 14,345 △376 13,968

(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。

　

２. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（のれんの金額の重要な変動）

当第３四半期連結会計期間に、「日本」セグメントにおいて、特別損失としてのれん償却額266百万円を計上

しております。

３. 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３四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。

（重要な後発事象）

（投資有価証券の売却）

当社は、保有する投資有価証券の一部を平成29年９月１日及び平成29年９月13日に売却いたしました。これに

伴い、平成29年11月期連結会計年度において、投資有価証券売却益1,427百万円を特別利益に計上する予定であ

ります。

　

（４）販売の状況

(単位：百万円)

品 目 別
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年12月１日
　至 平成28年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年12月１日
　至 平成29年８月31日)

切削工具

ねじ切り工具 25,291 27,949

ミーリングカッター 18,652 20,049

その他切削工具 19,836 23,212

計 63,780 71,211

転造工具 7,073 7,614

測定工具 1,101 1,190

その他

機械 2,726 2,731

その他 3,969 5,533

計 6,696 8,264

合 計 78,652 88,281
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