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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60期

第３四半期連結
累計期間

第61期
第３四半期連結

累計期間
第60期

会計期間
自平成27年３月１日
至平成27年11月30日

自平成28年３月１日
至平成28年11月30日

自平成27年３月１日
至平成28年２月29日

売上高 （千円） 9,241,696 9,441,503 12,244,871

経常利益 （千円） 1,045,501 1,196,277 1,350,034

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 670,908 794,583 849,806

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 634,678 1,001,567 290,927

純資産額 （千円） 12,924,196 13,481,990 12,597,530

総資産額 （千円） 17,686,276 18,825,130 16,916,442

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 70.05 82.98 88.74

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 （％） 71.5 70.4 72.9

 

回次
第60期

第３四半期連結
会計期間

第61期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自平成27年９月１日
至平成27年11月30日

自平成28年９月１日
至平成28年11月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 22.32 41.94

　（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。

４.「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま

す。

 

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。

なお、第１四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）

等を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。

（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、個人消費が盛り上がりを欠いたものの、企業収益の改善を

背景に設備投資や雇用・所得の改善が続いているため緩やかな回復を持続しました。また、海外は、英国のＥＵ離

脱問題や中国の構造調整の状況など不透明な要因を抱える一方、米国の好調をはじめとして欧米経済が堅調に推移

したことから全体的には底堅く推移しました。しかし、米国次期政権による政策運営や欧州各国の政局など世界経

済の先行きは注視すべき状況となっています。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４月の

軽自動車税引き上げなどの影響を受けて、国内需要は盛り上がりを欠いています。こうしたなかで、自動車各社は

引き続き海外での生産体制を強化しており国内生産は不透明な状況が続いています。

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2.2％増の9,441,503千円となりまし

た。また、利益面につきましては、営業利益は、1,000,007千円（前年同四半期比24.2％増）となりました。経常

利益は、1,196,277千円（前年同四半期比14.4％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は、794,583千円（前年

同四半期比18.4％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1,908,688千円増加し、18,825,130千

円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末と比べ1,267,648千円増加し、10,848,741千円となりました。これは主に、現金

及び預金が1,079,572千円増加したことや受取手形及び売掛金が112,909千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641,040千円増加し、7,976,389千円となりました。これは主に、投資有価

証券が640,291千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1,024,229千円増加し、5,343,140千円

となりました。

流動負債は、前連結会計年度末と比べ471,518千円増加し、3,796,937千円となりました。これは主に、1年内返

済予定の長期借入金が150,000千円増加したことやその他の内、未払金が131,965千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552,711千円増加し、1,546,203千円となりました。これは主に、長期借入

金が395,500千円増加したことやその他の内、繰延税金負債が199,120千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884,459千円増加し、13,481,990千円

となりました。これは主に、利益剰余金が679,669千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28年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年１月13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

100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28年９月１日～

平成28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28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28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     45,400
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式  9,566,900 95,669 －

単元未満株式 普通株式      9,250 － －

発行済株式総数  9,621,550 － －

総株主の議決権 － 95,669 －

　（注）　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式59株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成28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

45,400 － 45,400 0.47

計 － 45,400 － 45,400 0.47

 

 

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28年９月１日から平

成28年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年３月１日から平成28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28年２月29日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年11月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,316,523 5,396,095

受取手形及び売掛金 3,422,269 3,535,178

電子記録債権 248,402 301,040

商品及び製品 559,040 537,956

仕掛品 213,499 238,151

原材料及び貯蔵品 521,207 479,844

その他 302,434 362,747

貸倒引当金 △2,280 △2,270

流動資産合計 9,581,093 10,848,741

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,119,409 4,076,563

減価償却累計額 △2,527,920 △2,590,878

建物及び構築物（純額） 1,591,488 1,485,685

機械装置及び運搬具 7,369,388 7,370,463

減価償却累計額 △6,588,198 △6,583,484

機械装置及び運搬具（純額） 781,190 786,979

土地 1,725,914 1,725,301

建設仮勘定 15,504 119,164

その他 728,393 729,009

減価償却累計額 △693,821 △682,549

その他（純額） 34,571 46,459

有形固定資産合計 4,148,668 4,163,588

無形固定資産   

その他 68,164 52,681

無形固定資産合計 68,164 52,681

投資その他の資産   

投資有価証券 2,636,640 3,276,931

関係会社出資金 399,153 407,243

その他 88,162 81,384

貸倒引当金 △5,439 △5,439

投資その他の資産合計 3,118,517 3,760,119

固定資産合計 7,335,349 7,976,389

資産合計 16,916,442 18,825,130
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年２月29日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年11月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,947,336 1,966,974

短期借入金 292,313 198,336

1年内返済予定の長期借入金 406,000 556,000

未払法人税等 127,809 194,256

賞与引当金 138,729 234,658

役員賞与引当金 36,000 27,000

その他 377,232 619,713

流動負債合計 3,325,420 3,796,937

固定負債   

長期借入金 507,000 902,500

退職給付に係る負債 216,237 179,199

その他 270,255 464,504

固定負債合計 993,492 1,546,203

負債合計 4,318,911 5,343,140

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 10,326,791 11,006,460

自己株式 △28,043 △28,148

株主資本合計 12,084,583 12,764,147

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 366,546 839,470

為替換算調整勘定 △31,584 △272,704

退職給付に係る調整累計額 △90,985 △81,730

その他の包括利益累計額合計 243,977 485,037

非支配株主持分 268,970 232,806

純資産合計 12,597,530 13,481,990

負債純資産合計 16,916,442 18,825,130
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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27年３月１日
　至　平成27年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年３月１日
　至　平成28年11月30日)

売上高 9,241,696 9,441,503

売上原価 7,571,768 7,603,635

売上総利益 1,669,928 1,837,867

販売費及び一般管理費 864,707 837,861

営業利益 805,221 1,000,007

営業外収益   

受取利息 1,185 997

受取配当金 34,961 31,435

持分法による投資利益 114,195 121,634

為替差益 38,264 －

受取ロイヤリティー 33,565 37,580

スクラップ売却益 19,931 18,278

その他 10,226 9,126

営業外収益合計 252,328 219,049

営業外費用   

支払利息 11,885 15,057

為替差損 － 6,474

その他 163 1,248

営業外費用合計 12,048 22,779

経常利益 1,045,501 1,196,277

特別利益   

固定資産処分益 908 912

受取保険金 － 19,078

特別利益合計 908 19,989

特別損失   

固定資産処分損 960 781

特別損失合計 960 781

税金等調整前四半期純利益 1,045,449 1,215,486

法人税、住民税及び事業税 387,630 442,817

法人税等調整額 △20,982 △29,494

法人税等合計 366,648 413,323

四半期純利益 678,801 802,163

非支配株主に帰属する四半期純利益 7,892 7,580

親会社株主に帰属する四半期純利益 670,908 794,583
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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27年３月１日
　至　平成27年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年３月１日
　至　平成28年11月30日)

四半期純利益 678,801 802,163

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 36,162 472,924

為替換算調整勘定 △34,841 △180,680

退職給付に係る調整額 11,945 9,255

持分法適用会社に対する持分相当額 △57,388 △102,096

その他の包括利益合計 △44,123 199,404

四半期包括利益 634,678 1,001,567

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 636,875 1,035,643

非支配株主に係る四半期包括利益 △2,197 △34,076
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」

（企業会計基準第22号　平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年

９月13日）等を第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主

持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間及び前連結会

計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

 

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報

告第32号　平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備

及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であり

ます。
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（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27年３月１日
至 平成27年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成28年３月１日
至 平成28年11月30日）

減価償却費 315,852千円 289,588千円
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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27年３月１日　至　平成27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27年５月21日

定時株主総会
普通株式 38,310 4.00 平成27年２月28日 平成27年５月22日 利益剰余金

平成27年10月８日

取締役会
普通株式 47,884 5.00 平成27年８月31日 平成27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28年３月１日　至　平成28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28年５月25日

定時株主総会
普通株式 67,034 7.00 平成28年2月29日 平成28年５月26日 利益剰余金

平成28年10月７日

取締役会
普通株式 47,880 5.00 平成28年８月31日 平成28年11月14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27年３月１日　至　平成27年11月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成28年３月１日　至　平成28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27年３月１日
至　平成27年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成28年３月１日
至　平成28年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額 70円05銭 82円98銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（千円）
670,908 794,583

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益金額（千円）
670,908 794,583

普通株式の期中平均株式数（株） 9,576,964 9,576,122

（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28年10月７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……………………47,880千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………５円

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成28年11月14日

　（注）　平成28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29年１月13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28年３月１日から平成29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28年９月１日から平成

28年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年３月１日から平成28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28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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