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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第57期

第３四半期連結
累計期間

第58期
第３四半期連結

累計期間
第57期

会計期間
自平成24年３月１日
至平成24年11月30日

自平成25年３月１日
至平成25年11月30日

自平成24年３月１日
至平成25年２月28日

売上高（千円） 9,114,281 8,988,973 11,771,624

経常利益（千円） 797,170 869,536 1,062,373

四半期（当期）純利益（千円） 459,389 518,800 604,914

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
120,220 961,673 677,145

純資産額（千円） 9,745,222 11,185,215 10,302,161

総資産額（千円） 14,632,203 15,984,865 14,950,786

１株当たり四半期（当期）純利益金額

（円）
47.96 54.16 63.15

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 65.7 69.0 67.9

　

回次
第57期

第３四半期連結
会計期間

第58期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自平成24年９月１日
至平成24年11月30日

自平成25年９月１日
至平成25年11月30日

１株当たり四半期純利益金額（円） 12.59 23.76

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（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。

　

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

　

（1）業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国の景気は、一昨年12月の政権交代以降、政府による積極的な金融・経

済政策が奏功して円安・株高が進み、緩やかに持ち直しました。個人消費は堅調を持続し、企業も設備投資に前向

きな動きをみせるなど回復の動きがみられました。一方、当社グループの主要な取引先である自動車業界では、一

昨年実施されたエコカー補助金の反動減で前半は生産が低調となりましたが、９月以降は内需に持ち直しの動きが

みられます。また、海外では欧州や新興国需要の不安定感は拭えないものの、米国の需要回復は着実な推移となり

ました。しかし、自動車各社は為替に影響をされない海外での生産体制の強化をさらに進展させており、国内生産

は不透明感の強い状況が続くとみられます。

こうしたなか、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は前年同四半期比1.4％減の8,988,973千円となりまし

た。また、利益面につきましては、営業利益は、692,625千円（前年同四半期比0.9％減）となりました。経常利益

は、869,536千円（前年同四半期比9.1％増）、四半期純利益は、518,800千円（前年同四半期比12.9％増）となり

ました。

　

（2）財政状態の分析

①資産

当第３四半期連結会計期間末の総資産の残高は、前連結会計年度末と比べ1,034,078千円増加し、15,984,865千

円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末と比べ83,108千円増加し、8,133,176千円となりました。これは主に、現金及び

預金が402,391千円減少しましたが、受取手形及び売掛金が457,606千円増加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950,971千円増加し、7,851,689千円となりました。これは主に、投資有価

証券が688,376千円増加したことや関係会社出資金が279,600千円増加したことなどによります。

②負債

当第３四半期連結会計期間末の総負債の残高は、前連結会計年度末と比べ151,024千円増加し、4,799,650千円と

なりました。

流動負債は、前連結会計年度末と比べ88,514千円増加し、3,405,814千円となりました。これは主に、未払法人

税等が139,190千円減少しましたが、その他のうちの設備支払手形が102,905千円増加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62,510千円増加し、1,393,835千円となりました。これは主に、長期借入

金が183,500千円減少しましたが、その他のうちの繰延税金負債が190,266千円増加したことなどによります。

③純資産

当第３四半期連結会計期間末の純資産の残高は、前連結会計年度末と比べ883,054千円増加し11,185,215千円と

なりました。これは主に、利益剰余金が442,167千円増加したことやその他有価証券評価差額金が389,797千円増加

したことなどによります。

 

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

 

（4）研究開発活動 

特記すべき事項はありません。 

 

EDINET提出書類

知多鋼業株式会社(E01419)

四半期報告書

 3/15



第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 22,000,000

計 22,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成25年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年１月10日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 9,621,550 9,621,550
名古屋証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

1,000株

計 9,621,550 9,621,550 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

 平成25年９月１日～

平成25年11月30日
－ 9,621,550 － 819,078 － 966,758

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。  
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（７）【議決権の状況】

  当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成25年８月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

　 平成25年11月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　　 42,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　9,524,000 9,524 －

単元未満株式 普通株式　　 55,550 － －

発行済株式総数 9,621,550 － －

総株主の議決権 － 9,524 －

　（注）　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式589株が含まれております。

 

②【自己株式等】

　 平成25年11月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

知多鋼業株式会社

愛知県春日井市前

並町２丁目12番地

４

42,000 － 42,000 0.44

計 － 42,000 － 42,000 0.44

  

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

代表取締役専務

（兼　各務原東工場長）
代表取締役専務 酒井　幸雄 平成25年11月11日

常務取締役

（US CHITA CO.,LTD.取締役社長）

常務取締役

（各務原西工場長兼各務原東工場

長兼技術部長）

三輪　容功 平成25年11月11日

取締役

（原価低減担任）

取締役

（海外担当部長兼US CHITA

CO.,LTD.取締役社長）

釜　隆文 平成25年11月11日
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成25年９月１日から平

成25年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年３月１日から平成25年11月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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25年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,326,427 2,924,035

受取手形及び売掛金 3,263,394
※ 3,721,000

商品及び製品 394,376 420,029

仕掛品 224,587 260,762

原材料及び貯蔵品 486,462 501,839

その他 356,913 307,491

貸倒引当金 △2,090 △1,980

流動資産合計 8,050,069 8,133,176

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,968,955 3,994,690

減価償却累計額 △2,197,617 △2,314,103

建物及び構築物（純額） 1,771,338 1,680,588

機械装置及び運搬具 6,826,932 7,029,131

減価償却累計額 △5,944,340 △6,071,515

機械装置及び運搬具（純額） 882,592 957,616

土地 1,712,718 1,713,087

建設仮勘定 59,978 14,146

その他 664,288 673,952

減価償却累計額 △627,597 △641,925

その他（純額） 36,691 32,027

有形固定資産合計 4,463,318 4,397,464

無形固定資産

その他 72,411 121,656

無形固定資産合計 72,411 121,656

投資その他の資産

投資有価証券 2,321,511 3,009,887

関係会社出資金 － 279,600

その他 48,857 48,462

貸倒引当金 △5,379 △5,379

投資その他の資産合計 2,364,989 3,332,569

固定資産合計 6,900,718 7,851,689

資産合計 14,950,786 15,984,865
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,832,637
※ 1,950,813

短期借入金 272,204 232,150

1年内返済予定の長期借入金 466,570 350,180

未払法人税等 270,067 130,877

賞与引当金 119,258 221,229

役員賞与引当金 33,600 25,200

その他 322,965 495,366

流動負債合計 3,317,300 3,405,814

固定負債

長期借入金 820,000 636,500

退職給付引当金 185,569 201,225

その他 325,757 556,110

固定負債合計 1,331,325 1,393,835

負債合計 4,648,626 4,799,650

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 8,070,479 8,512,646

自己株式 △26,395 △26,515

株主資本合計 9,829,919 10,271,966

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 493,005 882,802

為替換算調整勘定 △172,428 △128,248

その他の包括利益累計額合計 320,576 754,553

少数株主持分 151,665 158,695

純資産合計 10,302,161 11,185,215

負債純資産合計 14,950,786 15,984,865
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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24年３月１日
　至　平成24年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年３月１日
　至　平成25年11月30日)

売上高 9,114,281 8,988,973

売上原価 7,638,710 7,480,059

売上総利益 1,475,571 1,508,914

販売費及び一般管理費 776,643 816,290

営業利益 698,928 692,625

営業外収益

受取利息 518 1,334

受取配当金 22,959 25,856

持分法による投資利益 27,901 27,144

為替差益 13,284 89,129

スクラップ売却益 29,686 32,014

その他 18,600 18,096

営業外収益合計 112,949 193,574

営業外費用

支払利息 13,240 13,973

その他 1,467 2,689

営業外費用合計 14,707 16,662

経常利益 797,170 869,536

特別利益

固定資産処分益 － 464

特別利益合計 － 464

特別損失

投資有価証券評価損 － 26,680

固定資産処分損 1,208 1,237

会員権評価損 － 170

特別損失合計 1,208 28,087

税金等調整前四半期純利益 795,962 841,913

法人税、住民税及び事業税 388,128 345,659

法人税等調整額 △60,474 △28,816

法人税等合計 327,654 316,843

少数株主損益調整前四半期純利益 468,308 525,070

少数株主利益 8,919 6,270

四半期純利益 459,389 518,800
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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24年３月１日
　至　平成24年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年３月１日
　至　平成25年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 468,308 525,070

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △332,721 389,797

為替換算調整勘定 △17,341 20,620

持分法適用会社に対する持分相当額 1,973 26,186

その他の包括利益合計 △348,088 436,603

四半期包括利益 120,220 961,673

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 116,412 952,777

少数株主に係る四半期包括利益 3,808 8,896
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【会計方針の変更】

（減価償却方法の変更）

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成25年３月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　なお、これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

 

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※　四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でし

たが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形の金額は、

次のとおりであります。

　
前連結会計年度

（平成24年２月28日）
当第３四半期連結会計期間
（平成25年11月30日）

受取手形 －千円 31,356千円

支払手形 － 429,863

　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりでありま

す。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成24年３月１日
至 平成24年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年３月１日
至 平成25年11月30日）

減価償却費 347,695千円 323,654千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成24年３月１日　至　平成24年11月30日）

配当金支払額 

 
 

（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５月24日

定時株主総会
普通株式  35,924 3.75 平成24年２月29日 平成24年５月25日 利益剰余金

平成24年10月12日

取締役会
普通株式  38,317 4.00 平成24年８月31日 平成24年11月16日 利益剰余金

　　

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成25年３月１日　至　平成25年11月30日）

配当金支払額 

 
 

（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25年５月23日

定時株主総会
普通株式  38,317 4.00 平成25年２月28日 平成25年５月24日 利益剰余金

平成25年10月11日

取締役会
普通株式  38,316 4.00 平成25年８月31日 平成25年11月18日 利益剰余金

　　

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自　平成24年３月１日　至　平成24年11月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成25年３月１日　至　平成25年11月30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。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成24年３月１日
至　平成24年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成25年３月１日
至　平成25年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額 47円96銭 54円16銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 459,389 518,800

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 459,389 518,800

普通株式の期中平均株式数（株） 9,579,320 9,579,027

（注）潜在株式調整後１株当たり四半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。

　

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

 

２【その他】

平成25年10月11日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）中間配当による配当金の総額……………………38,316千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………４円

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成25年11月18日

　（注）　平成25年８月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成26年１月10日

知多鋼業株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 木造　眞博

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 奥谷　浩之

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている知多鋼業株式会

社の平成25年３月１日から平成26年２月28日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成25年９月１日から平成

25年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年３月１日から平成25年11月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、知多鋼業株式会社及び連結子会社の平成25年11月30日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　

　（注）１.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２.四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。　
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