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問合せ先責任者 (役職名) 財経室長 (氏名) 藤原 浩司 (TEL)06(6205)6635

四半期報告書提出予定日 平成26年7月14日 配当支払開始予定日 平成26年８月18日 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有・無 

四半期決算説明会開催の有無 ：有・無 （アナリスト向け） 

（百万円未満切捨て） 
１．平成26年11月期第２四半期の連結業績（平成25年12月1日～平成26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 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年11月期第２四半期 50,491 4.8 2,944 21.0 3,160 17.7 2,009 22.6
25年11月期第２四半期 48,180 △2.2 2,434 △7.4 2,684 △2.9 1,639 △11.8

（注） 包括利益 26年11月期第２四半期  1,151百万円（△82.7％）  25年11月期第２四半期  6,647百万円（199.5％）

 

 
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

26年11月期第２四半期 26.53 ― 
25年11月期第２四半期 21.63 ― 

 
（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 ％ 

26年11月期第２四半期 133,238 77,827 57.7 
25年11月期 132,931 77,485 57.6 

（参考）自己資本    26年11月期第２四半期 76,931百万円  25年11月期 76,590百万円 

 
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  
25年11月期 － 8.00 － 10.00 18.00  
26年11月期 － 8.00  

26年11月期(予想) － 10.00 18.00  

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：有・無 

 
３．平成26年11月期の連結業績予想（平成25年12月1日～平成26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 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 100,000 2.4 6,000 7.2 6,200 2.9 3,500 4.6 46.19

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：有・無 



 

※ 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 

（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 
：有・無 

 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・無 
 

（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 ：有・無 

② ①以外の会計方針の変更 ：有・無 

③ 会計上の見積りの変更 ：有・無 

④ 修正再表示 ：有・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) 26年11月期２Ｑ 88,478,858株 25年11月期 88,478,858株

② 期末自己株式数 26年11月期２Ｑ 12,719,032株 25年11月期 12,709,498株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 26年11月期２Ｑ 75,763,005株 25年11月期２Ｑ 75,788,999株

 
 
※ 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ますが、この四半期決

算短信の開示時点において、財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  本資料記載の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報および合理的であると判断する一定

の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 
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平成26年１月14日公表の数値より変更ありません。   

   

     

（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）連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更   

①連結の範囲の変更 

 第１四半期連結会計期間より、重要性が増したため、ニッケ・タイランド社、ニッケ機械タイランド社、  

南海ニッケ・トレンガヌ社および南海ニッケ・マレーシア社を連結の範囲に含めております。 

 また、㈱ニッケ・アミューズメントはニッケアウデオSAD㈱に吸収合併されたため、日毛（上海）貿易有限公司 

は清算が結了したため、第１四半期連結会計期間より、それぞれ連結の範囲から除外しております。 

②持分法適用の範囲の変更  

 南海ニッケ・トレンガヌ社および南海ニッケ・マレーシア社は、重要性が増し、連結の範囲に含めたため、 

第１四半期連結会計期間より、持分法適用の範囲から除外しております。 

     

（３）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

    

（４）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。 

   

  

１．連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年11月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,936 13,586

受取手形及び売掛金 22,818 23,176

商品及び製品 15,217 15,586

仕掛品 7,172 6,501

原材料及び貯蔵品 2,648 3,601

繰延税金資産 1,226 1,564

その他 5,050 2,020

貸倒引当金 △81 △68

流動資産合計 65,988 65,968

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 23,304 24,796

機械装置及び運搬具（純額） 5,847 7,259

土地 7,515 7,656

建設仮勘定 2,431 798

その他（純額） 599 629

有形固定資産合計 39,697 41,140

無形固定資産   

のれん 244 216

その他 377 748

無形固定資産合計 622 965

投資その他の資産   

投資有価証券 21,296 20,786

長期貸付金 211 20

破産更生債権等 112 91

長期前払費用 312 317

前払年金費用 2,293 2,127

繰延税金資産 363 384

その他 2,159 1,544

貸倒引当金 △127 △107

投資その他の資産合計 26,622 25,163

固定資産合計 66,942 67,269

資産合計 132,931 133,238
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年11月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,498 10,954

短期借入金 12,872 13,096

1年内償還予定の社債 50 －

未払法人税等 630 952

繰延税金負債 － 2

引当金 485 654

その他 6,380 6,450

流動負債合計 31,917 32,110

固定負債   

長期借入金 7,756 7,705

繰延税金負債 4,775 4,737

退職給付引当金 3,025 3,018

役員退職慰労引当金 100 101

長期預り敷金保証金 7,362 7,211

資産除去債務 337 338

その他 169 187

固定負債合計 23,527 23,299

負債合計 55,445 55,410

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,465 6,465

資本剰余金 4,543 4,543

利益剰余金 67,402 68,625

自己株式 △7,613 △7,625

株主資本合計 70,798 72,009

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,176 4,396

繰延ヘッジ損益 64 41

為替換算調整勘定 550 483

その他の包括利益累計額合計 5,791 4,921

少数株主持分 895 896

純資産合計 77,485 77,827

負債純資産合計 132,931 133,238
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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24年12月１日 
 至 平成25年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 

 至 平成26年５月31日) 

売上高 48,180 50,491

売上原価 37,470 38,920

売上総利益 10,710 11,571

販売費及び一般管理費 8,276 8,626

営業利益 2,434 2,944

営業外収益   

受取利息 65 35

受取配当金 183 187

為替差益 285 －

持分法による投資利益 － 189

その他 147 123

営業外収益合計 681 535

営業外費用   

支払利息 90 104

その他 341 214

営業外費用合計 431 319

経常利益 2,684 3,160

特別利益   

受取補償金 － 43

特別利益合計 － 43

特別損失   

事業構造改善費用 － 192

特別損失合計 － 192

税金等調整前四半期純利益 2,684 3,011

法人税、住民税及び事業税 1,422 921

法人税等調整額 △406 57

法人税等合計 1,016 978

少数株主損益調整前四半期純利益 1,668 2,032

少数株主利益 29 23

四半期純利益 1,639 2,009
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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24年12月１日 
 至 平成25年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,668 2,032

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 4,263 △781

繰延ヘッジ損益 14 △23

為替換算調整勘定 615 △76

持分法適用会社に対する持分相当額 85 －

その他の包括利益合計 4,979 △881

四半期包括利益 6,647 1,151

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 6,575 1,135

少数株主に係る四半期包括利益 72 15
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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24年12月１日 
 至 平成25年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26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 2,684 3,011

減価償却費 1,600 1,784

のれん償却額 73 47

受取補償金 － △43

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24 △31

退職給付引当金の増減額（△は減少） △41 △25

前払年金費用の増減額（△は増加） 181 165

受取利息及び受取配当金 △248 △222

支払利息 90 104

持分法による投資損益（△は益） 45 △189

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △13

有形固定資産売却損益（△は益） 1 －

固定資産除却損 22 32

売上債権の増減額（△は増加） 872 △365

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,081 △550

仕入債務の増減額（△は減少） 154 △619

その他 △776 1,665

小計 3,552 4,749

利息及び配当金の受取額 442 223

補償金の受取額 199 382

利息の支払額 △90 △104

法人税等の支払額 △988 △593

法人税等の還付額 299 135

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,415 4,793

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 △702 △3

定期預金の払戻による収入 106 6

固定資産の取得による支出 △3,188 △2,452

固定資産の売却による収入 58 508

投資有価証券の取得による支出 △2,235 △7

投資有価証券の売却及び償還による収入 201 13

関係会社株式の取得による支出 － △520

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得によ
る収入 3 －

貸付けによる支出 △628 △41

貸付金の回収による収入 542 233

その他 35 △30

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,807 △2,294
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 

 至 平成25年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26年５月31日) 

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） 4,215 2

長期借入れによる収入 2,300 470

長期借入金の返済による支出 △538 △474

社債の償還による支出 △112 △50

自己株式の売却による収入 － 0

自己株式の取得による支出 △12 △7

配当金の支払額 △757 △758

長期預り敷金及び保証金の受入による収入 205 135

長期預り敷金及び保証金の返還による支出 △404 △299

その他 △33 △33

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,862 △1,014

現金及び現金同等物に係る換算差額 93 △24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,563 1,459

現金及び現金同等物の期首残高 13,525 11,986

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 102 124

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,191 13,570
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（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）

（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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