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1.  平成26年2月期第2四半期の連結業績（平成25年3月1日～平成25年8月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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2月期第2四半期 5,922 △4.9 371 △30.8 487 △16.5 291 △14.1
25年2月期第2四半期 6,229 5.7 536 43.0 583 32.1 338 44.7

（注）包括利益 26年2月期第2四半期 641百万円 （―％） 25年2月期第2四半期 △8百万円 （―％）

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

26年2月期第2四半期 30.40 ―
25年2月期第2四半期 35.37 ―

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

26年2月期第2四半期 15,536 10,903 69.1 1,120.37
25年2月期 14,950 10,302 67.9 1,059.64
（参考） 自己資本  26年2月期第2四半期  10,731百万円 25年2月期  10,150百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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2月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
26年2月期 ― 4.00
26年2月期（予想） ― 4.00 8.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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 12,000 1.9 870 2.8 970 △8.7 582 △3.8 60.76



(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）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料P.3「サマリー情報（注記事項）に関する事項（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、この四半期決算短信の開示時点において、金商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合
があります。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年2月期2Q 9,621,550 株 25年2月期 9,621,550 株
② 期末自己株式数 26年2月期2Q 42,589 株 25年2月期 42,335 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年2月期2Q 9,579,059 株 25年2月期2Q 9,579,368 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の景気は、昨年末の政権交代以降の積極的な経済政策が奏功して円

安・株価上昇が進んだため、個人消費の拡大に加え、企業が業績回復を受けて設備投資にも前向きな動きをみせる

など緩やかに回復しました。しかし、当社グループの主要な取引先である自動車業界では、昨年実施されたエコカ

ー補助金の終了による需要減退で前年を下回る生産が続いております。また、米国の景気回復の足取りは確かな一

方、不安定な欧州経済や中国経済の減速による海外需要の不透明感は払拭しきれない状況です。さらに、各社が為

替に影響をされない海外での生産体制の構築を進めていることから厳しい状況が続いています。こうしたなか、当

第２四半期連結累計期間の連結売上高は前年同四半期比4.9％減の 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、 千円（前年同四半期比30.8％減）となりました。経常利益

は、 千円（前年同四半期比16.5％減）、四半期純利益は、 千円（前年同四半期比14.1％減）となり

ました。 

   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

①資産 

当第２四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585,404千円増加し、 千円

となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末と比べ101,063千円減少し、 千円となりました。これは主に、現金及び

預金が380,037千円減少したことや受取手形及び売掛金が342,816千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、686,467千円増加し、 千円となりました。これは主に、投資有

価証券が382,670千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２四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15,435千円減少し、 千円と

なりました。 

流動負債は、前連結会計年度末と比べ33,077千円減少し、 千円となりました。これは主に、未払法人

税等が115,859千円減少しましたが、その他のうちの未払金が91,029千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17,642千円増加し、 千円となりました。これは主に、長期借入

金が112,000千円減少したことやその他のうちの繰延税金負債が126,497千円増加したことなどによります。 

③純資産 

当第２四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600,840千円増加し 千円と

なりました。これは主に、利益剰余金が252,905千円増加したことやその他有価証券評価差額金が244,492千円増加

したことなどによります。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成26年２月の連結業績予想につきましては、平成25年４月12日付の平成25年２月期決算短信で発表いたしまし

た第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想から変更はありません。  

     

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

5,922,065

371,499

487,139 291,222

15,536,191

7,949,006

7,587,185

4,633,190

3,284,223

1,348,967

10,903,000
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（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）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。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（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２四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。 

   

   

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：千円）

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,326,427 2,946,389

受取手形及び売掛金 3,263,394 3,606,210

商品及び製品 394,376 422,547

仕掛品 224,587 197,969

原材料及び貯蔵品 486,462 496,825

その他 356,913 281,045

貸倒引当金 △2,090 △1,980

流動資産合計 8,050,069 7,949,006

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,968,955 3,995,506

減価償却累計額 △2,197,617 △2,280,302

建物及び構築物（純額） 1,771,338 1,715,203

機械装置及び運搬具 6,826,932 7,088,042

減価償却累計額 △5,944,340 △6,069,279

機械装置及び運搬具（純額） 882,592 1,018,763

土地 1,712,718 1,713,114

建設仮勘定 59,978 14,198

その他 664,288 672,857

減価償却累計額 △627,597 △638,415

その他（純額） 36,691 34,442

有形固定資産合計 4,463,318 4,495,720

無形固定資産   

その他 72,411 64,156

無形固定資産合計 72,411 64,156

投資その他の資産   

投資有価証券 2,321,511 2,704,181

関係会社出資金 － 279,600

その他 48,857 48,906

貸倒引当金 △5,379 △5,379

投資その他の資産合計 2,364,989 3,027,308

固定資産合計 6,900,718 7,587,185

資産合計 14,950,786 15,536,191

- 4 -

知多鋼業㈱（5993）　平成26年2月期　第2四半期決算短信



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,832,637 1,892,273

短期借入金 272,204 235,667

1年内返済予定の長期借入金 466,570 393,310

未払法人税等 270,067 154,208

賞与引当金 119,258 124,267

役員賞与引当金 33,600 16,800

その他 322,965 467,698

流動負債合計 3,317,300 3,284,223

固定負債   

長期借入金 820,000 708,000

退職給付引当金 185,569 196,016

その他 325,757 444,951

固定負債合計 1,331,325 1,348,967

負債合計 4,648,626 4,633,190

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 8,323,384

自己株式 △26,395 △26,515

株主資本合計 9,829,919 10,082,705

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 493,005 737,496

為替換算調整勘定 △172,428 △88,269

その他の包括利益累計額合計 320,576 649,227

少数株主持分 151,665 171,069

純資産合計 10,302,161 10,903,000

負債純資産合計 14,950,786 15,536,191
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年８月31日) 

売上高 6,229,932 5,922,065

売上原価 5,179,035 5,018,510

売上総利益 1,050,897 903,555

販売費及び一般管理費 513,926 532,057

営業利益 536,971 371,499

営業外収益   

受取利息 389 736

受取配当金 21,616 24,015

持分法による投資利益 15,031 19,489

為替差益 － 48,545

スクラップ売却益 21,731 20,974

その他 11,502 11,701

営業外収益合計 70,269 125,461

営業外費用   

支払利息 7,486 9,727

為替差損 15,140 －

その他 1,022 93

営業外費用合計 23,648 9,820

経常利益 583,593 487,139

特別利益   

固定資産売却益 － 234

特別利益合計 － 234

特別損失   

投資有価証券評価損 3,258 28,710

固定資産処分損 579 915

会員権評価損 － 170

特別損失合計 3,837 29,795

税金等調整前四半期純利益 579,756 457,579

法人税、住民税及び事業税 259,405 158,267

法人税等調整額 △24,977 4,477

法人税等合計 234,429 162,744

少数株主損益調整前四半期純利益 345,327 294,835

少数株主利益 6,498 3,612

四半期純利益 338,829 291,222
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 345,327 294,835

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △338,844 244,492

為替換算調整勘定 △2,384 71,589

持分法適用会社に対する持分相当額 △12,585 30,226

その他の包括利益合計 △353,813 346,308

四半期包括利益 △8,485 641,143

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △13,840 619,873

少数株主に係る四半期包括利益 5,354 21,270
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年８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 579,756 457,579

減価償却費 232,491 212,594

投資有価証券評価損益（△は益） 3,258 28,710

会員権評価損 － 170

貸倒引当金の増減額（△は減少） 602 △110

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,889 5,009

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13 10,447

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17,000 △16,800

受取利息及び受取配当金 △22,006 △24,751

支払利息 7,486 9,727

固定資産処分損益（△は益） 579 681

為替差損益（△は益） 15,140 △44,606

売上債権の増減額（△は増加） 172,214 △342,816

たな卸資産の増減額（△は増加） 94,399 △11,916

仕入債務の増減額（△は減少） △159,232 59,636

持分法による投資損益（△は益） △15,031 △19,489

その他 △4,116 56,605

小計 908,442 380,670

利息及び配当金の受取額 34,302 42,699

利息の支払額 △10,105 △8,965

法人税等の支払額 △103,858 △266,474

営業活動によるキャッシュ・フロー 828,781 147,931

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 △400,000 △400,000

定期預金の払戻による収入 400,000 400,000

投資有価証券の取得による支出 △14,747 △9,675

有形固定資産の取得による支出 △79,778 △47,768

有形固定資産の売却による収入 4,971 2,589

無形固定資産の取得による支出 △5,389 －

関係会社出資金の払込による支出 － △279,600

出資金の払込による支出 － △240

貸付けによる支出 △130 △209

貸付金の回収による収入 606 636

投資活動によるキャッシュ・フロー △94,467 △334,267

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） △575,920 △53,930

長期借入れによる収入 － 30,000

長期借入金の返済による支出 △149,260 △215,260

自己株式の取得による支出 △180 －

自己株式の処分による収入 － △120

リース債務の返済による支出 △2,821 △7,383

配当金の支払額 △35,924 △38,317

少数株主への配当金の支払額 － △1,866

財務活動によるキャッシュ・フロー △764,104 △286,876
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年８月31日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △145 93,176

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △29,936 △380,037

現金及び現金同等物の期首残高 1,941,549 2,926,427

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,911,614 2,546,389
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該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

〔セグメント情報〕 

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。 

   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等
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（１）区分別売上高 

①品目別売上高 

（連結） 

単位：千円（未満四捨五入）

  

②業界別売上高 

（連結） 

単位：千円（未満四捨五入）

   

４．補足情報

区分 

前第２四半期連結累計期間 

自 平成24年３月１日 

至 平成24年８月31日 

当第２四半期連結累計期間 

自 平成25年３月１日 

至 平成25年８月31日 

前連結会計年度 

自 平成24年３月１日 

至 平成25年２月28日 

金額 比率(％) 金額 比率(％) 金額 比率(％) 

各種線ばね  1,944,786  31.2  2,012,179  34.0  3,723,649  31.6

各種薄板ばね  1,224,183  19.7  1,339,827  22.6  2,448,173  20.8

パイプ成形加工品  2,384,499  38.3  2,028,167  34.2  4,445,186  37.8

切削加工品他  676,465  10.9  541,892  9.2  1,154,616  9.8

合計  6,229,932  100.0  5,922,065  100.0  11,771,624  100.0

区分 

前第２四半期連結累計期間 

自 平成24年３月１日 

至 平成24年８月31日 

当第２四半期連結累計期間 

自 平成25年３月１日 

至 平成25年８月31日 

前連結会計年度 

自 平成24年３月１日 

至 平成25年２月28日 

金額 比率(％) 金額 比率(％) 金額 比率(％) 

二輪車  1,562,728  25.1  1,345,886  22.7  2,758,295  23.4

四輪車  4,010,901  64.4  3,992,460  67.4  7,789,988  66.2

産業用機械  441,980  7.1  357,525  6.0  770,731  6.5

その他  214,323  3.4  226,194  3.8  452,610  3.8

合計  6,229,932  100.0  5,922,065  100.0  11,771,624  100.0
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