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1.  平成25年2月期の連結業績（平成24年3月1日～平成25年2月28日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年2月期 11,771 △3.9 846 △1.4 1,062 7.9 604 15.1
24年2月期 12,246 △0.5 857 6.6 984 8.7 525 11.8
（注）包括利益 25年2月期 677百万円 （123.4％） 24年2月期 303百万円 （△66.3％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年2月期 63.15 ― 6.1 7.2 7.2
24年2月期 54.85 ― 5.6 6.8 7.0
（参考） 持分法投資損益 25年2月期  28百万円 24年2月期  22百万円

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

25年2月期 14,950 10,302 67.9 1,059.64
24年2月期 14,520 9,699 65.9 998.67
（参考） 自己資本  25年2月期  10,150百万円 24年2月期  9,567百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年2月期 1,252 △251 △147 2,926
24年2月期 706 △688 282 1,941

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年2月期 ― 3.75 ― 3.75 7.50 71 13.7 0.8
25年2月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00 76 12.7 0.8
26年2月期(予想) ― 4.00 ― 4.00 8.00 13.2

3. 平成26年 2月期の連結業績予想（平成25年 3月 1日～平成26年 2月28日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 5,800 △6.9 428 △20.3 503 △13.8 301 △11.2 31.42
通期 12,000 1.9 870 2.8 970 △8.7 582 △3.8 60.76



※  注記事項 
(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 25年2月期 9,621,550 株 24年2月期 9,621,550 株
② 期末自己株式数 25年2月期 42,335 株 24年2月期 41,888 株
③ 期中平均株式数 25年2月期 9,579,292 株 24年2月期 9,580,604 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年2月期の個別業績（平成24年3月1日～平成25年2月28日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年2月期 10,503 △4.0 612 △9.6 860 3.1 496 10.2
24年2月期 10,937 △1.8 677 △1.9 834 1.5 450 △1.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

25年2月期 51.88 ―
24年2月期 47.06 ―

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

25年2月期 13,603 9,234 67.9 964.02
24年2月期 13,303 8,792 66.1 917.78
（参考） 自己資本 25年2月期  9,234百万円 24年2月期  8,792百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表監査の手続き
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 
 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、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。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．経営成績・財政状態に関する分析(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要などが下支えしましたが、欧州財政金融危機によ

る海外景気の減速や日中関係悪化、歴史的な円高の継続で低調な推移となりました。政権交代以降は景気刺激政策に

よる景気好転の期待感が強い状況となっております。 

 当社グループの主要取引先である自動車業界では、前半は震災による落ち込みの反動とエコカー補助金による政策

効果が功を奏して好調に推移しました。しかし、夏場以降の後半は補助金の終了による需要減退に加え、長引いた円

高に対応した海外拠点への生産シフトが進展して弱含みの状況が続いております。 

 こうした状況のもと、当社では、全社をあげて生産性の向上、徹底した原価低減に取り組んでまいりましたとこ

ろ、当期の連結業績は、以下の通りの結果となりました。 

 当社と当社グループを取り巻く経営環境は、経済政策による国内景気の回復期待感は強いものの、欧州の財政金融

問題を背景とした海外景気の軟化懸念やグローバル化の進展による海外への生産シフトの潮流は止め難いため不透明

感の強い状況が続くとみられます。知多鋼業グループといたしましては、海外展開を視野に入れて、お客様のあらゆ

るニーズにお応えできるよう、より効率的な生産体制の構築など企業体質の強化を図るとともに、全社での徹底的な

総原価低減を引き続き実施することにより、業績の維持向上に努めていく所存であります。 

 平成26年2月期の連結業績予想につきましては、第２四半期では、売上高5,800百万円、経常利益503百万円、第２

四半期純利益301百万円、通期では売上高12,000百万円、経常利益970百万円、当期純利益582百万円をそれぞれ目標

としております。 

  

(2）財政状態に関する分析 

（資産、負債及び純資産の状況） 

①資産 

当連結会計年度末の総資産の残高は、前連結会計年度末と比べ430,017千円増加し、 千円となりまし

た。 

流動資産は、前連結会計年度末と比べ557,907千円増加し、 千円となりました。これは主に、現金及び

預金が984,877千円増加しましたが、受取手形及び売掛金が543,254千円減少したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末と比べ、127,890千円減少し、 千円となりました。これは主に、有形固

定資産が243,881千円減少しましたが、投資有価証券が100,677千円増加したことなどによります。 

②負債 

当連結会計年度末の総負債の残高は、前連結会計年度末と比べ172,699千円減少し、 千円となりまし

た。 

流動負債は、前連結会計年度末と比べ652,824千円減少し、 千円となりました。これは主に、短期借入

金が675,613千円減少したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末と比べ480,125千円増加し、 千円となりました。これは主に、長期借入

金が433,430千円増加したことなどによります。 

③純資産 

当連結会計年度末の純資産の残高は、前連結会計年度末と比べ602,716千円増加し 千円となりまし

た。これは主に、利益剰余金が530,673千円増加したことなどによります。 

  

１．経営成績・財政状態に関する分析

 売上高 百万円11,771 （対前期比 3.9％減収） 

 経常利益 百万円1,062 （対前期比 7.9％増益） 

 当期純利益 百万円604 （対前期比 15.1％増益） 

14,950,786

8,050,069

6,900,718

4,648,626

3,317,300

1,331,325

10,302,161
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（キャッシュ・フローの状況） 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末に比べ984,877千

円増加し、2,926,427千円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,252,077千円の収入（前年同期に比べ545,791千円の収入増加）となり

ました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益1,059,870千円や売上債権の減少額543,254千円などでありま

す。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、251,013千円の支出（前年同期に比べ437,757千円の支出減少）となりま

した。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出211,522千円などであります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、147,089千円の支出（前年同期に比べ430,011千円の収入減少）となりま

した。その主な要因は、短期借入金の減少額687,480千円や長期借入れによる収入1,000,000千円、長期借入金の返

済による支出378,520千円などであります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は株主の皆様に対する利益還元を重要政策の一つとして位置づけ、業績などを勘案したうえで、長期にわたり

安定的な配当を維持することを基本方針としております。 

 当期の配当につきましては、株主の皆様の変わらぬご支援にお応えするべく、期末配当金は1株当たり4円とし、既

にお支払いしました中間配当金4円と合わせて、年8円とさせていただく予定です。 

 また、次期の配当は、1株当たり中間配当金4円、期末配当金4円とさせていただく予定です。  

   

 最近の有価証券報告書（平成24年5月25日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」か

ら重要事項がないため開示を省略しております。  

  

  

(1）会社の経営の基本方針 

 当社と当社グループは、世界のお客様に選び続けられる知多ブランドの確立を目指し、「共存共栄の精神に基づ

き、永続的な発展により社会に貢献する」、「絶えざる技術革新、品質向上および人材育成により、お客様の満足度

を最大化する」、「公平・公正な営業を行う」、「感動と働きがいのある職場を提供する」、ことを経営の基本理念

としております。 

  

(2）中長期的な会社の経営戦略 

 当社と当社グループは、二・四輪車業界のお客様のあらゆるニーズに迅速かつ的確に対応し、引き続き各種ばねメ

ーカーとしての確固たる地位を確保するとともに、新分野への積極的進出を図ってまいります。特に薄板ばねやパイ

プ成形加工品など、四輪車業界ならびに二輪車業界の多種多様な需要に対応できる生産設備の整備・拡充に努めてま

いります。  

  

(3）会社の対処すべき課題  

 グループ全体としては、従来より継続しております生産性向上活動、原価低減活動に引き続き注力していくととも

に、ISO 9001の展開による一層の品質向上及びISO 14001による環境保全に積極的に努めてまいります。  

   

２．企業集団の状況

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,341,549 3,326,427

受取手形及び売掛金 3,806,648 3,263,394

商品及び製品 428,331 394,376

仕掛品 251,751 224,587

原材料及び貯蔵品 485,129 486,462

繰延税金資産 85,249 94,493

前払費用 8,347 9,556

未収入金 77,326 107,358

その他 9,699 145,506

貸倒引当金 △1,870 △2,090

流動資産合計 7,492,161 8,050,069

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,942,790 3,968,955

減価償却累計額 △2,028,653 △2,197,617

建物及び構築物（純額） 1,914,136 1,771,338

機械装置及び運搬具 6,941,331 6,826,932

減価償却累計額 △5,901,457 △5,944,340

機械装置及び運搬具（純額） 1,039,874 882,592

土地 1,712,426 1,712,718

建設仮勘定 9,462 59,978

その他 634,560 664,288

減価償却累計額 △603,261 △627,597

その他（純額） 31,300 36,691

有形固定資産合計 4,707,198 4,463,318

無形固定資産   

電話加入権 4,324 4,324

リース資産 16,164 52,451

その他 14,685 15,636

無形固定資産合計 35,172 72,411

投資その他の資産   

投資有価証券 2,220,834 2,321,511

繰延税金資産 24,311 3,055

その他 46,040 45,802

貸倒引当金 △4,947 △5,379

投資その他の資産合計 2,286,238 2,364,989

固定資産合計 7,028,608 6,900,718

資産合計 14,520,770 14,950,786
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,172,697 1,832,637

短期借入金 947,817 272,204

1年内返済予定の長期借入金 278,520 466,570

未払金 157,349 131,188

未払費用 94,303 106,409

未払法人税等 103,756 270,067

未払消費税等 13,007 23,796

賞与引当金 112,485 119,258

役員賞与引当金 33,800 33,600

設備関係支払手形 27,269 21,823

その他 29,122 39,749

流動負債合計 3,970,124 3,317,300

固定負債   

長期借入金 386,570 820,000

長期未払金 44,810 44,810

繰延税金負債 209,422 226,443

退職給付引当金 185,897 185,569

その他 24,501 54,504

固定負債合計 851,200 1,331,325

負債合計 4,821,325 4,648,626

純資産の部   

株主資本   

資本金 819,078 819,078

資本剰余金 966,758 966,758

利益剰余金 7,539,806 8,070,479

自己株式 △26,206 △26,395

株主資本合計 9,299,435 9,829,919

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 479,233 493,005

為替換算調整勘定 △211,705 △172,428

その他の包括利益累計額合計 267,528 320,576

少数株主持分 132,483 151,665

純資産合計 9,699,445 10,302,161

負債純資産合計 14,520,770 14,950,786
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成25年２月28日) 

売上高 12,246,294 11,771,624

売上原価 10,401,041 9,900,028

売上総利益 1,845,253 1,871,597

販売費及び一般管理費 987,314 1,025,411

営業利益 857,940 846,186

営業外収益   

受取利息 826 813

受取配当金 33,110 39,410

持分法による投資利益 21,687 28,938

スクラップ売却益 50,197 39,164

助成金収入 13,517 8,048

為替差益 2,565 103,551

その他 27,916 18,517

営業外収益合計 149,818 238,441

営業外費用   

支払利息 21,928 19,386

その他 1,385 2,867

営業外費用合計 23,313 22,253

経常利益 984,444 1,062,373

特別利益   

固定資産処分益 3,725 －

貸倒引当金戻入額 300 －

特別利益合計 4,025 －

特別損失   

投資有価証券評価損 35,743 －

固定資産処分損 1,914 2,503

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,664 －

特別損失合計 44,322 2,503

税金等調整前当期純利益 944,147 1,059,870

法人税、住民税及び事業税 317,709 427,969

法人税等調整額 93,296 16,290

法人税等合計 411,006 444,259

少数株主損益調整前当期純利益 533,142 615,610

少数株主利益又は少数株主損失（△） 7,612 10,697

当期純利益 525,530 604,914
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成25年２月28日) 

少数株主損益調整前当期純利益 533,142 615,610

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △205,244 13,771

為替換算調整勘定 △26,785 37,343

持分法適用会社に対する持分相当額 1,958 10,420

その他の包括利益合計 △230,070 61,534

包括利益 303,072 677,145

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 302,416 657,962

少数株主に係る包括利益 655 19,183
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成25年２月28日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 819,078 819,078

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 819,078 819,078

資本剰余金   

当期首残高 966,758 966,758

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 966,758 966,758

利益剰余金   

当期首残高 7,086,132 7,539,806

当期変動額   

剰余金の配当 △71,856 △74,241

当期純利益 525,530 604,914

当期変動額合計 453,674 530,673

当期末残高 7,539,806 8,070,479

自己株式   

当期首残高 △25,566 △26,206

当期変動額   

自己株式の取得 △640 △202

自己株式の処分 － 14

当期変動額合計 △640 △189

当期末残高 △26,206 △26,395

株主資本合計   

当期首残高 8,846,401 9,299,435

当期変動額   

剰余金の配当 △71,856 △74,241

当期純利益 525,530 604,914

自己株式の取得 △640 △202

自己株式の処分 － 14

当期変動額合計 453,033 530,485

当期末残高 9,299,435 9,829,919

- 8 -

知多鋼業㈱(5993)　平成25年２月期　決算短信



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成25年２月28日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 684,477 479,233

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △205,244 13,771

当期変動額合計 △205,244 13,771

当期末残高 479,233 493,005

為替換算調整勘定   

当期首残高 △193,836 △211,705

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17,870 39,277

当期変動額合計 △17,870 39,277

当期末残高 △211,705 △172,428

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 490,641 267,528

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △223,113 53,049

当期変動額合計 △223,113 53,049

当期末残高 267,528 320,576

少数株主持分   

当期首残高 131,827 132,483

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 655 19,183

当期変動額合計 655 19,183

当期末残高 132,483 151,665

純資産合計   

当期首残高 9,468,870 9,699,445

当期変動額   

剰余金の配当 △71,856 △74,241

当期純利益 525,530 604,914

自己株式の取得 △640 △202

自己株式の処分 － 14

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △222,458 72,231

当期変動額合計 230,575 602,716

当期末残高 9,699,445 10,302,161

- 9 -

知多鋼業㈱(5993)　平成25年２月期　決算短信



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成25年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 944,147 1,059,870

減価償却費 533,175 468,014

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,664 －

投資有価証券評価損益（△は益） 35,743 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △825 652

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,407 △329

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,367 6,773

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △200

受取利息及び受取配当金 △33,936 △40,223

支払利息 21,928 19,386

為替差損益（△は益） △2,565 △103,551

固定資産処分損益（△は益） △1,811 2,503

売上債権の増減額（△は増加） △55,460 543,254

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,724 59,787

仕入債務の増減額（△は減少） △23,413 △340,060

持分法による投資損益（△は益） △21,687 △28,938

その他 △55,486 △173,303

小計 1,327,978 1,473,634

利息及び配当金の受取額 44,144 52,519

利息の支払額 △21,674 △20,742

法人税等の支払額 △644,163 △253,334

営業活動によるキャッシュ・フロー 706,286 1,252,077

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 △1,200,000 △1,800,000

定期預金の払戻による収入 800,000 1,800,000

投資有価証券の取得による支出 △17,697 △45,695

有形固定資産の売却による収入 6,162 12,285

有形固定資産の取得による支出 △280,488 △211,522

無形固定資産の取得による支出 △2,416 △6,175

投資有価証券の売却による収入 1,702 －

貸付けによる支出 △2,958 △1,747

貸付金の回収による収入 6,925 1,841

投資活動によるキャッシュ・フロー △688,769 △251,013

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 666,392 △687,480

長期借入れによる収入 － 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △305,679 △378,520

自己株式の取得による支出 △640 △202

自己株式の処分による収入 － 14

配当金の支払額 △71,856 △74,241

リース債務の返済による支出 △5,294 △6,660

財務活動によるキャッシュ・フロー 282,922 △147,089

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,889 130,902

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 284,550 984,877

現金及び現金同等物の期首残高 1,656,999 1,941,549

現金及び現金同等物の期末残高 1,941,549 2,926,427
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該当事項はありません。 

  

  

最近の有価証券報告書（平成24年5月25日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略しておりま

す。 

  

  

当連結会計年度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。 

  

  

前連結会計年度（自平成23年３月１日 至平成24年２月29日）及び当連結会計年度（自平成24年３月１日  至平

成25年２月28日） 

当社グループは、ばね製品の製造販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。   

  

  

（注）  １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

該当事項はありません。 

  

  

(5）継続企業の前提に関する注記

(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(7）追加情報

(8）連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年３月１日 
至 平成25年２月28日） 

１株当たり純資産額 円 銭998 67

１株当たり当期純利益金額 円 銭54 85

１株当たり純資産額 円 銭1,059 64

１株当たり当期純利益金額 円 銭63 15

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度 

（自  平成23年３月１日 
至  平成24年２月29日） 

当連結会計年度 
（自  平成24年３月１日 
至  平成25年２月28日） 

当期純利益（千円）  525,530  604,914

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  525,530  604,914

期中平均株式数（株）  9,580,604  9,579,292

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年２月29日) 

当事業年度 
(平成25年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,767,247 2,550,478

受取手形 223,249 193,572

売掛金 3,527,591 3,103,475

商品及び製品 382,173 320,810

仕掛品 186,661 155,134

原材料及び貯蔵品 328,924 338,232

前払費用 6,880 7,830

繰延税金資産 67,043 77,721

未収入金 64,046 116,348

その他 2,199 131,335

流動資産合計 6,556,013 6,994,933

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,283,994 3,291,351

減価償却累計額 △1,599,599 △1,731,370

建物（純額） 1,684,395 1,559,981

構築物 363,516 363,516

減価償却累計額 △240,766 △258,344

構築物（純額） 122,750 105,172

機械及び装置 5,948,174 5,748,725

減価償却累計額 △5,147,037 △5,108,764

機械及び装置（純額） 801,138 639,960

車両運搬具 31,772 35,022

減価償却累計額 △29,409 △31,033

車両運搬具（純額） 2,364 3,989

工具、器具及び備品 537,878 549,518

減価償却累計額 △517,877 △530,518

工具、器具及び備品（純額） 20,001 18,999

土地 1,664,702 1,664,702

リース資産 6,982 6,982

減価償却累計額 △1,326 △2,722

リース資産（純額） 5,656 4,260

建設仮勘定 7,644 58,777

有形固定資産合計 4,308,649 4,055,841

無形固定資産   

電話加入権 3,691 3,691

借地権 4,492 4,492

施設利用権 190 108

ソフトウエア 9,617 10,784

リース資産 16,164 51,291

無形固定資産合計 34,154 70,366
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年２月29日) 

当事業年度 
(平成25年２月28日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,754,440 1,832,689

関係会社株式 619,119 619,119

従業員に対する長期貸付金 13,161 13,067

差入保証金 2,490 2,321

会員権 16,251 16,251

貸倒引当金 △697 △1,129

投資その他の資産合計 2,404,764 2,482,316

固定資産合計 6,747,567 6,608,523

資産合計 13,303,580 13,603,457

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,529,578 1,326,782

買掛金 758,427 623,451

短期借入金 650,000 －

1年内返済予定の長期借入金 272,520 465,570

リース債務 5,641 13,992

未払金 138,228 112,233

未払費用 70,455 80,133

未払法人税等 77,500 240,000

未払消費税等 6,289 18,020

預り金 21,911 23,531

賞与引当金 104,520 110,680

役員賞与引当金 30,000 30,000

設備関係支払手形 21,127 21,424

流動負債合計 3,686,196 3,065,816

固定負債   

長期借入金 385,570 820,000

長期未払金 44,810 44,810

繰延税金負債 186,707 203,779

退職給付引当金 183,785 182,783

その他 24,501 51,727

固定負債合計 825,373 1,303,099

負債合計 4,511,569 4,368,915
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年２月29日) 

当事業年度 
(平成25年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 819,078 819,078

資本剰余金   

資本準備金 966,758 966,758

資本剰余金合計 966,758 966,758

利益剰余金   

利益準備金 107,769 107,769

その他利益剰余金   

配当平均積立金 140,000 140,000

別途積立金 4,650,000 5,050,000

固定資産圧縮積立金 90,421 85,702

繰越利益剰余金 1,625,260 1,652,672

利益剰余金合計 6,613,450 7,036,144

自己株式 △26,206 △26,395

株主資本合計 8,373,079 8,795,585

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 418,931 438,957

評価・換算差額等合計 418,931 438,957

純資産合計 8,792,010 9,234,542

負債純資産合計 13,303,580 13,603,457
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成25年２月28日) 

売上高 10,937,910 10,503,566

売上原価   

製品期首たな卸高 335,027 382,173

当期製品製造原価 8,780,630 8,308,342

当期製品仕入高 704,057 664,260

合計 9,819,715 9,354,775

製品期末たな卸高 382,173 320,810

製品売上原価 9,437,542 9,033,966

売上総利益 1,500,368 1,469,600

販売費及び一般管理費 822,583 856,977

営業利益 677,786 612,623

営業外収益   

受取利息 542 557

受取配当金 61,906 69,725

スクラップ売却益 49,711 38,754

助成金収入 13,210 8,048

受取ロイヤリティー 17,483 14,599

為替差益 6,508 109,933

その他 23,680 22,364

営業外収益合計 173,040 263,981

営業外費用   

支払利息 15,686 14,831

その他 507 1,345

営業外費用合計 16,193 16,176

経常利益 834,633 860,428

特別利益   

固定資産処分益 2,716 336

特別利益合計 2,716 336

特別損失   

投資有価証券評価損 35,743 －

固定資産処分損 1,818 2,430

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,664 －

特別損失合計 44,225 2,430

税引前当期純利益 793,124 858,334

法人税、住民税及び事業税 259,936 372,821

法人税等調整額 82,373 △11,421

法人税等合計 342,309 361,400

当期純利益 450,815 496,935
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成25年２月28日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 819,078 819,078

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 819,078 819,078

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 966,758 966,758

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 966,758 966,758

資本剰余金合計   

当期首残高 966,758 966,758

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 966,758 966,758

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 107,769 107,769

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 107,769 107,769

その他利益剰余金   

配当平均積立金   

当期首残高 140,000 140,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 140,000 140,000

別途積立金   

当期首残高 4,250,000 4,650,000

当期変動額   

別途積立金の積立 400,000 400,000

当期変動額合計 400,000 400,000

当期末残高 4,650,000 5,050,000

固定資産圧縮積立金   

当期首残高 89,636 90,421

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 784 －

固定資産圧縮積立金の取崩 － △4,718

当期変動額合計 784 △4,718

当期末残高 90,421 85,702
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成25年２月28日) 

繰越利益剰余金   

当期首残高 1,647,086 1,625,260

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 △784 －

固定資産圧縮積立金の取崩 － 4,718

別途積立金の積立 △400,000 △400,000

剰余金の配当 △71,856 △74,241

当期純利益 450,815 496,935

当期変動額合計 △21,826 27,412

当期末残高 1,625,260 1,652,672

利益剰余金合計   

当期首残高 6,234,491 6,613,450

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △71,856 △74,241

当期純利益 450,815 496,935

当期変動額合計 378,959 422,694

当期末残高 6,613,450 7,036,144

自己株式   

当期首残高 △25,566 △26,206

当期変動額   

自己株式の取得 △640 △202

自己株式の処分 － 14

当期変動額合計 △640 △189

当期末残高 △26,206 △26,395

株主資本合計   

当期首残高 7,994,761 8,373,079

当期変動額   

剰余金の配当 △71,856 △74,241

当期純利益 450,815 496,935

自己株式の取得 △640 △202

自己株式の処分 － 14

当期変動額合計 378,318 422,505

当期末残高 8,373,079 8,795,585
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成25年２月28日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 577,736 418,931

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △158,805 20,026

当期変動額合計 △158,805 20,026

当期末残高 418,931 438,957

評価・換算差額等合計   

当期首残高 577,736 418,931

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △158,805 20,026

当期変動額合計 △158,805 20,026

当期末残高 418,931 438,957

純資産合計   

当期首残高 8,572,497 8,792,010

当期変動額   

剰余金の配当 △71,856 △74,241

当期純利益 450,815 496,935

自己株式の取得 △640 △202

自己株式の処分 － 14

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △158,805 20,026

当期変動額合計 219,513 442,531

当期末残高 8,792,010 9,234,542
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 該当事項はありません。  

 

    

当事業年度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。 

  

  

  

① 代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

②その他の役員の異動 

・退任予定取締役 

取締役   國分  紘 

③退任予定日 

平成25年５月23日 

  

  

(4）継続企業の前提に関する注記

(5）追加情報

６．その他

(1）役員の異動
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①品目別売上高 

（連結） 

  

②業界別売上高 

（連結） 

  

  

(2）補足情報

【区分別売上高】

区分 

前連結会計年度 

自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29日 

当連結会計年度 

自 平成24年３月１日 

至 平成25年２月28日 増減金額 前期比 

金額 比率(％) 金額 比率(％) 

各種線ばね  3,864,601  31.6  3,723,649  31.6  △140,952  △3.6

各種薄板ばね  2,584,682  21.1  2,448,173  20.8  △136,509  △5.3

パイプ成形加工品  4,751,094  38.8  4,445,186  37.8  △305,908  △6.4

切削加工品他  1,045,916  8.5  1,154,616  9.8  108,699  10.4

合計  12,246,294  100.0  11,771,624  100.0  △474,670  △3.9

区分 

前連結会計年度 

自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29日 

当連結会計年度 

自 平成24年３月１日 

至 平成25年２月28日 増減金額 前期比 

金額 比率(％) 金額 比率(％) 

二輪車  3,132,131  25.6  2,758,295  23.4  △373,836  △11.9

四輪車  7,750,038  63.3  7,789,988  66.2  39,950  0.5

産業用機械  937,538  7.7  770,731  6.5  △166,807  △17.8

その他  426,587  3.5  452,610  3.8  26,023  6.1

合計  12,246,294  100.0  11,771,624  100.0  △474,670  △3.9

- 20 -

知多鋼業㈱(5993)　平成25年２月期　決算短信


