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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の景気は、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

費を中心に弱含んでいるものの、企業の設備投資、雇用・所得の改善が功を奏して総じて底堅さを維持しました。

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、消費増税の影響などで需要が落ち込んだため、生産

は一昨年実施されたエコカー補助金の影響で反動減となった前年並みにとどまりました。また、海外は米国が好調

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、自動車各社は為替変動の影響を受けないために海外各地での世界生産体制を進めており現地

生産の増強が続いています。

こうしたなか、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は前年同四半期比2.8％増の6,086,543千円となりまし

た。また、利益面につきましては、営業利益は、516,856千円（前年同四半期比39.1％増）となりました。経常利

益は、609,559千円（前年同四半期比25.1％増）、四半期純利益は、351,898千円（前年同四半期比20.8％増）とな

りました。

 

（２）財政状態に関する説明

（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1,353,418千円増加し、16,673,837千

円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末と比べ1,276,216千円増加し、9,110,950千円となりました。これは主に、現金及

び預金が1,082,126千円増加したことや受取手形及び売掛金が263,102千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、77,201千円増加し、7,562,887千円となりました。これは主に、投資有

価証券が180,205千円増加したことや有形固定資産が124,766千円減少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909,371千円増加し、5,180,486千円と

なりました。

流動負債は、前連結会計年度末と比べ296,928千円増加し、3,402,780千円となりました。これは主に、１年内返

済予定の長期借入金が211,500千円増加したことや未払法人税等が73,807千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612,443千円増加し、1,777,707千円となりました。これは主に、長期借入

金が551,000千円増加したことやその他のうちの繰延税金負債が79,944千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444,047千円増加し11,493,351千円と

なりました。これは主に、利益剰余金が313,583千円増加したことやその他有価証券評価差額金が130,389千円増加

したことなどによります。

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年２月の連結業績予想につきましては、平成26年４月11日付の平成26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。
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（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

該当事項はありません。
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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26年２月28日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成26年８月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 2,965,136 4,047,262 

受取手形及び売掛金 3,261,096 3,524,198 

電子記録債権 162,336 171,910 

商品及び製品 457,797 430,996 

仕掛品 231,052 209,749 

原材料及び貯蔵品 505,512 495,046 

その他 253,915 233,929 

貸倒引当金 △2,110 △2,140 

流動資産合計 7,834,733 9,110,950 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 4,017,142 3,989,448 

減価償却累計額 △2,360,581 △2,393,301 

建物及び構築物（純額） 1,656,561 1,596,146 

機械装置及び運搬具 7,058,916 7,064,102 

減価償却累計額 △6,151,991 △6,225,202 

機械装置及び運搬具（純額） 906,925 838,900 

土地 1,734,093 1,733,960 

建設仮勘定 21,034 25,591 

その他 683,175 683,576 

減価償却累計額 △651,441 △652,593 

その他（純額） 31,733 30,983 

有形固定資産合計 4,350,346 4,225,579 

無形固定資産    

その他 114,387 113,036 

無形固定資産合計 114,387 113,036 

投資その他の資産    

投資有価証券 2,689,811 2,870,016 

関係会社出資金 279,600 307,837 

その他 56,982 51,858 

貸倒引当金 △5,439 △5,439 

投資その他の資産合計 3,020,953 3,224,272 

固定資産合計 7,485,686 7,562,887 

資産合計 15,320,419 16,673,837 

 

- 4 -

知多鋼業㈱（5993）　平成27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26年２月28日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成26年８月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 1,924,770 1,858,932 

短期借入金 245,457 226,168 

1年内返済予定の長期借入金 280,000 491,500 

未払法人税等 155,471 229,279 

賞与引当金 127,759 129,146 

役員賞与引当金 33,600 16,800 

その他 338,794 450,955 

流動負債合計 3,105,852 3,402,780 

固定負債    

長期借入金 565,000 1,116,000 

退職給付引当金 206,519 209,761 

その他 393,745 451,946 

固定負債合計 1,165,264 1,777,707 

負債合計 4,271,116 5,180,486 

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 8,961,800 

自己株式 △26,708 △26,597 

株主資本合計 10,407,344 10,721,038 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 573,839 704,228 

為替換算調整勘定 △96,310 △93,978 

その他の包括利益累計額合計 477,529 610,250 

少数株主持分 164,431 162,062 

純資産合計 11,049,304 11,493,351 

負債純資産合計 15,320,419 16,673,837 
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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25年３月１日 

 至 平成25年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年３月１日 
 至 平成26年８月31日) 

売上高 5,922,065 6,086,543 

売上原価 5,018,510 5,018,635 

売上総利益 903,555 1,067,908 

販売費及び一般管理費 532,057 551,052 

営業利益 371,499 516,856 

営業外収益    

受取利息 736 1,721 

受取配当金 24,015 28,795 

持分法による投資利益 19,489 10,613 

為替差益 48,545 8,364 

受取ロイヤリティー － 21,305 

スクラップ売却益 20,974 21,571 

その他 11,701 11,199 

営業外収益合計 125,461 103,568 

営業外費用    

支払利息 9,727 10,042 

その他 93 823 

営業外費用合計 9,820 10,865 

経常利益 487,139 609,559 

特別利益    

固定資産売却益 234 75 

特別利益合計 234 75 

特別損失    

投資有価証券評価損 28,710 － 

固定資産処分損 915 3,492 

会員権評価損 170 － 

特別損失合計 29,795 3,492 

税金等調整前四半期純利益 457,579 606,141 

法人税、住民税及び事業税 158,267 238,983 

法人税等調整額 4,477 11,883 

法人税等合計 162,744 250,866 

少数株主損益調整前四半期純利益 294,835 355,275 

少数株主利益 3,612 3,377 

四半期純利益 291,222 351,898 
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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25年３月１日 

 至 平成25年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年３月１日 
 至 平成26年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 294,835 355,275 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 244,492 130,389 

為替換算調整勘定 71,589 △17,516 

持分法適用会社に対する持分相当額 30,226 16,130 

その他の包括利益合計 346,308 129,002 

四半期包括利益 641,143 484,277 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 619,873 484,618 

少数株主に係る四半期包括利益 21,270 △341 
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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25年３月１日 

 至 平成25年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年３月１日 
 至 平成26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 457,579 606,141 

減価償却費 212,594 202,844 

投資有価証券評価損益（△は益） 28,710 － 

会員権評価損 170 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △110 30 

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,009 1,387 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,447 3,241 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,800 △16,800 

受取利息及び受取配当金 △24,751 △30,516 

支払利息 9,727 10,042 

固定資産処分損益（△は益） 681 3,417 

為替差損益（△は益） △44,606 △12,126 

売上債権の増減額（△は増加） △342,816 △272,676 

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,916 58,570 

仕入債務の増減額（△は減少） 59,636 △65,839 

持分法による投資損益（△は益） △19,489 △10,613 

その他 56,605 89,568 

小計 380,670 566,671 

利息及び配当金の受取額 42,699 51,231 

利息の支払額 △8,965 △10,945 

法人税等の支払額 △266,474 △150,722 

営業活動によるキャッシュ・フロー 147,931 456,236 

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 △9,675 △9,866 

有形固定資産の取得による支出 △47,768 △35,444 

有形固定資産の売却による収入 2,589 161 

資産除去債務の履行による支出 － △7,469 

無形固定資産の取得による支出 － △13,266 

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 △209 △149 

貸付金の回収による収入 636 666 

投資活動によるキャッシュ・フロー △334,267 △65,366 

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） △53,930 △14,080 

長期借入れによる収入 30,000 1,000,000 

長期借入金の返済による支出 △215,260 △237,500 

自己株式の処分による収入 △120 111 

リース債務の返済による支出 △7,383 △14,189 

配当金の支払額 △38,317 △38,314 

少数株主への配当金の支払額 △1,866 △2,027 

財務活動によるキャッシュ・フロー △286,876 694,001 
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    （単位：千円） 

 
前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年３月１日 
 至 平成26年８月31日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 93,176 △2,745 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △380,037 1,082,126 

現金及び現金同等物の期首残高 2,926,427 2,565,136 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,546,389 3,647,262 
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第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）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成26年３月１日 至 平成26年８月31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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４．その他

（１）決算補足説明資料

【区分別売上高】

①品目別売上高

（連結）

区分

前第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

当第２四半期累計期間

自 平成26年３月１日

至 平成26年８月31日 増減金額(千円) 前期比(%)

金額(千円) 比率(％) 金額(千円) 比率(％)

各種線ばね 2,012,179 34.0 2,062,773 33.9 50,594 2.5

各種薄板ばね 1,339,827 22.6 1,484,757 24.4 144,930 10.8

パイプ成形加工品 2,028,167 34.2 1,926,256 31.6 △101,911 △5.0

切削加工品他 541,892 9.2 612,757 10.1 70,865 13.1

合計 5,922,065 100.0 6,086,543 100.0 164,478 2.8

 

②業界別売上高

（連結）

区分

前第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

当第２四半期累計期間

自 平成26年３月１日

至 平成26年８月31日 増減金額(千円) 前期比(%)

金額(千円) 比率(％) 金額(千円） 比率(％)

二輪車 1,345,886 22.7 1,362,336 22.4 16,450 1.2

四輪車 3,992,460 67.4 4,119,351 67.7 126,891 3.2

産業用機械 357,525 6.1 406,418 6.7 48,893 13.7

その他 226,194 3.8 198,438 3.2 △27,756 △12.3

合計 5,922,065 100.0 6,086,543 100.0 164,478 2.8
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