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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58期

第３四半期連結
累計期間

第59期
第３四半期連結

累計期間
第58期

会計期間
自平成25年３月１日
至平成25年11月30日

自平成26年３月１日
至平成26年11月30日

自平成25年３月１日
至平成26年２月28日

売上高 （千円） 8,988,973 9,166,116 11,955,309

経常利益 （千円） 869,536 1,080,229 1,066,950

四半期（当期）純利益 （千円） 518,800 750,742 654,371

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 961,673 1,000,895 825,955

純資産額 （千円） 11,185,215 11,971,287 11,049,304

総資産額 （千円） 15,984,865 17,369,294 15,320,419

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 54.16 78.38 68.31

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 （％） 69.0 67.9 71.0

 

回次
第58期

第３四半期連結
会計期間

第59期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自平成25年９月１日
至平成25年11月30日

自平成26年９月１日
至平成26年11月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 23.76 41.64

　（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、企業収益や個人の雇用・所得改善が進んだものの、４月の

消費税率の引き上げや夏場の天候不順により個人消費が弱含んだため足踏み状態が続きました。当社グループの主

要な取引先である自動車業界では、国内が消費増税の影響などで需要が落ち込んだため、生産は前年並みにとどま

りました。また、海外では、米国が好調な景気を持続するなかで、地政学的リスクや新興国経済の減速によって需

要の不透明感が払拭しきれない状況です。こうしたなかで、円安による輸出環境の改善が進展したものの、自動車

各社は為替変動の影響を回避するために生産体制の海外シフトを進めており現地生産の増強が続いています。

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2.0％増の9,166,116千円となりまし

た。また、利益面につきましては、営業利益は、810,715千円（前年同四半期比17.0％増）となりました。経常利

益は、1,080,229千円（前年同四半期比24.2％増）、四半期純利益は、750,742千円（前年同四半期比44.7％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2,048,875千円増加し、17,369,294千

円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末と比べ1,894,800千円増加し、9,729,533千円となりました。これは主に、現金及

び預金が1,510,891千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154,075千円増加し、7,639,761千円となりました。これは主に、投資有価

証券が306,204千円増加しましたが、有形固定資産が178,332千円減少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1,126,892千円増加し、5,398,008千円

となりました。

流動負債は、前連結会計年度末と比べ595,660千円増加し、3,701,511千円となりました。これは主に、１年内返

済予定の長期借入金が192,000千円増加したことや未払法人税等が179,145千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531,232千円増加し、1,696,496千円となりました。これは主に、長期借入

金が449,500千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921,983千円増加し11,971,287千円と

なりました。これは主に、利益剰余金が674,113千円増加したことやその他有価証券評価差額金が174,009千円増加

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。
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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26年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成27年１月９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26年９月１日～

平成26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26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26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 9,526,000 9,526 －

単元未満株式 普通株式    53,550 － －

発行済株式総数 9,621,550 － －

総株主の議決権 － 9,526 －

　（注）　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式725株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成26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】

該当事項はありません。
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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26年９月１日から平

成26年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年３月１日から平成26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26年２月28日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年11月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,965,136 4,476,028

受取手形及び売掛金 3,261,096 ※ 3,681,766

電子記録債権 162,336 167,872

商品及び製品 457,797 430,652

仕掛品 231,052 205,364

原材料及び貯蔵品 505,512 478,553

その他 253,915 291,439

貸倒引当金 △2,110 △2,140

流動資産合計 7,834,733 9,729,533

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,017,142 3,939,921

減価償却累計額 △2,360,581 △2,368,610

建物及び構築物（純額） 1,656,561 1,571,311

機械装置及び運搬具 7,058,916 7,139,170

減価償却累計額 △6,151,991 △6,320,383

機械装置及び運搬具（純額） 906,925 818,787

土地 1,734,093 1,720,335

建設仮勘定 21,034 29,051

その他 683,175 691,563

減価償却累計額 △651,441 △659,033

その他（純額） 31,733 32,530

有形固定資産合計 4,350,346 4,172,013

無形固定資産   

その他 114,387 104,959

無形固定資産合計 114,387 104,959

投資その他の資産   

投資有価証券 2,689,811 2,996,015

関係会社出資金 279,600 320,694

その他 56,982 51,519

貸倒引当金 △5,439 △5,439

投資その他の資産合計 3,020,953 3,362,788

固定資産合計 7,485,686 7,639,761

資産合計 15,320,419 17,369,294
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成26年２月28日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年11月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,924,770 ※ 1,922,270

短期借入金 245,457 232,985

1年内返済予定の長期借入金 280,000 472,000

未払法人税等 155,471 334,617

賞与引当金 127,759 225,442

役員賞与引当金 33,600 25,200

その他 338,794 ※ 488,998

流動負債合計 3,105,852 3,701,511

固定負債   

長期借入金 565,000 1,014,500

退職給付引当金 206,519 210,632

その他 393,745 471,364

固定負債合計 1,165,264 1,696,496

負債合計 4,271,116 5,398,008

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 8,648,217 9,322,330

自己株式 △26,708 △26,964

株主資本合計 10,407,344 11,081,201

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 573,839 747,848

為替換算調整勘定 △96,310 △33,556

その他の包括利益累計額合計 477,529 714,292

少数株主持分 164,431 175,794

純資産合計 11,049,304 11,971,287

負債純資産合計 15,320,419 17,369,294
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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25年３月１日
　至　平成25年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年３月１日
　至　平成26年11月30日)

売上高 8,988,973 9,166,116

売上原価 7,480,059 7,533,954

売上総利益 1,508,914 1,632,162

販売費及び一般管理費 816,290 821,448

営業利益 692,625 810,715

営業外収益   

受取利息 1,334 2,032

受取配当金 25,856 30,700

持分法による投資利益 27,144 32,948

為替差益 89,129 145,571

受取ロイヤリティー － 27,398

スクラップ売却益 32,014 31,423

その他 18,096 15,272

営業外収益合計 193,574 285,344

営業外費用   

支払利息 13,973 15,002

その他 2,689 827

営業外費用合計 16,662 15,830

経常利益 869,536 1,080,229

特別利益   

固定資産処分益 464 168,466

特別利益合計 464 168,466

特別損失   

投資有価証券評価損 26,680 -

固定資産処分損 1,237 3,493

会員権評価損 170 -

特別損失合計 28,087 3,493

税金等調整前四半期純利益 841,913 1,245,202

法人税、住民税及び事業税 345,659 519,614

法人税等調整額 △28,816 △31,286

法人税等合計 316,843 488,328

少数株主損益調整前四半期純利益 525,070 756,874

少数株主利益 6,270 6,132

四半期純利益 518,800 750,742
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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25年３月１日
　至　平成25年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年３月１日
　至　平成26年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 525,070 756,874

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 389,797 174,009

為替換算調整勘定 20,620 30,569

持分法適用会社に対する持分相当額 26,186 39,443

その他の包括利益合計 436,603 244,021

四半期包括利益 961,673 1,000,895

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 952,777 987,505

少数株主に係る四半期包括利益 8,896 13,390
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【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等

四半期連結会計期間末日満期手形等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等の金額

は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成26年２月28日）
当第３四半期連結会計期間
（平成26年11月30日）

受取手形 －千円 33,682千円

支払手形 － 357,250

設備関係支払手形 － 11,525

 

 

（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25年３月１日
至 平成25年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成26年３月１日
至 平成26年11月30日）

減価償却費 323,654千円 307,829千円
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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

 

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成26年３月１日　至　平成26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26年５月23日

定時株主総会
普通株式 38,314 4.00 平成26年２月28日 平成26年５月26日 利益剰余金

平成26年10月10日

取締役会
普通株式 38,315 4.00 平成26年８月31日 平成26年11月17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25年３月１日　至　平成25年11月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成26年３月１日　至　平成26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。

 

 

EDINET提出書類

知多鋼業株式会社(E01419)

四半期報告書

12/15



（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25年３月１日
至　平成25年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成26年３月１日
至　平成26年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額 54円16銭 78円38銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 518,800 750,742

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） 518,800 750,742

普通株式の期中平均株式数（株） 9,579,027 9,578,447

（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26年10月10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……………………38,315千円

(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26年11月17日

　（注）　平成26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27年１月９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 奥谷　浩之

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 楠元　宏

 

　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26年３月１日から平成27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26年９月１日から平成

26年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年３月１日から平成26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26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.ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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