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1.  平成26年2月期第3四半期の連結業績（平成25年3月1日～平成25年11月30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3四半期 8,988 △1.4 692 △0.9 869 9.1 518 12.9
25年2月期第3四半期 9,114 △0.5 698 11.6 797 10.9 459 20.8

（注）包括利益 26年2月期第3四半期 961百万円 （699.9％） 25年2月期第3四半期 120百万円 （―％）

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3四半期 54.16 ―
25年2月期第3四半期 47.96 ―

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3四半期 15,984 11,185 69.0 1,151.12
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3四半期  11,026百万円 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 

(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、金融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3Q 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3Q 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3Q 9,579,027 株 25年2月期3Q 9,579,320 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

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 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0.9％減）となりました。経常利益

は、 千円（前年同四半期比9.1％増）、四半期純利益は、 千円（前年同四半期比12.9％増）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、 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、 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、 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、 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、 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、 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 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）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

8,988,973

692,625

869,536 518,800

15,984,865

8,133,176

7,851,689

4,799,650

3,405,814

1,393,835

11,185,215

- 2 -

知多鋼業㈱(5993)　平成26年2月期　第3四半期決算短信



（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。 

   

   

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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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。 

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等
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