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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、家計における節約志向が根強いものの雇用・所得環境の改

善によって個人消費が底堅く推移したため、英国のＥＵ離脱決定に端を発した円高による企業収益の不透明感を払

拭して、緩やかな持ち直し基調を持続しました。また、海外は、中国をはじめとした新興国経済のスローダウンが

続くものの米国を中心とした先進国経済が堅調に推移していることから全体的には回復基調を持続しました。ただ

し、米国の金融政策、中国経済の構造調整の影響で先行きは予断を許さない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、昨年４月の軽自動車税増税などの影響が長引いており、購入者の購買意欲の

低下によって軽自動車、小型車を中心とした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

は為替変動の影響を回避するために海外での現地生産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２四半期連結累計期間の連結売上高は前年同四半期比1.1％増の6,190,563千円となりまし

た。また、利益面につきましては、営業利益は、595,588千円（前年同四半期比9.7％増）となりました。経常利益

は、582,130千円（前年同四半期比18.9％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は、392,965千円（前年同四半

期比14.0％減）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809,823千円増加し、17,726,265千円

となりました。

流動資産は、前連結会計年度末と比べ780,388千円増加し、10,361,481千円となりました。これは主に、現金及

び預金が913,866千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、29,435千円増加し、7,364,784千円となりました。これは主に、投資有

価証券が129,225千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610,716千円増加し、4,929,627千円と

なりました。

流動負債は、前連結会計年度末と比べ105,308千円増加し、3,430,727千円となりました。これは主に、1年内返

済予定の長期借入金が200,000千円増加したことや、支払手形及び買掛金が164,357千円減少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505,408千円増加し、1,498,900千円となりました。これは主に、長期借入

金が497,000千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199,107千円増加し12,796,637千円と

なりました。これは主に、利益剰余金が325,931千円増加したことや為替換算調整勘定が224,351千円減少したこと

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29年２月の連結業績予想につきましては、平成28年４月８日付の平成28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

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２四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。

この結果、当第２四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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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28年２月29日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成28年８月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 4,316,523 5,230,388 

受取手形及び売掛金 3,422,269 3,336,926 

電子記録債権 248,402 282,596 

商品及び製品 559,040 527,035 

仕掛品 213,499 218,444 

原材料及び貯蔵品 521,207 499,017 

その他 302,434 269,346 

貸倒引当金 △2,280 △2,270 

流動資産合計 9,581,093 10,361,481 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 4,119,409 4,081,378 

減価償却累計額 △2,527,920 △2,561,238 

建物及び構築物（純額） 1,591,488 1,520,140 

機械装置及び運搬具 7,369,388 7,298,280 

減価償却累計額 △6,588,198 △6,537,864 

機械装置及び運搬具（純額） 781,190 760,416 

土地 1,725,914 1,725,360 

建設仮勘定 15,504 39,640 

その他 728,393 712,311 

減価償却累計額 △693,821 △679,035 

その他（純額） 34,571 33,276 

有形固定資産合計 4,148,668 4,078,832 

無形固定資産    

その他 68,164 55,485 

無形固定資産合計 68,164 55,485 

投資その他の資産    

投資有価証券 2,636,640 2,765,865 

関係会社出資金 399,153 386,611 

その他 88,162 83,430 

貸倒引当金 △5,439 △5,439 

投資その他の資産合計 3,118,517 3,230,466 

固定資産合計 7,335,349 7,364,784 

資産合計 16,916,442 17,726,265 
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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２四半期連結会計期間 

(平成28年８月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 1,947,336 1,782,980 

短期借入金 292,313 253,283 

1年内返済予定の長期借入金 406,000 606,000 

未払法人税等 127,809 151,334 

賞与引当金 138,729 133,439 

役員賞与引当金 36,000 18,000 

その他 377,232 485,692 

流動負債合計 3,325,420 3,430,727 

固定負債    

長期借入金 507,000 1,004,000 

退職給付に係る負債 216,237 191,138 

その他 270,255 303,762 

固定負債合計 993,492 1,498,900 

負債合計 4,318,911 4,929,627 

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 10,652,722 

自己株式 △28,043 △28,148 

株主資本合計 12,084,583 12,410,409 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 366,546 494,332 

為替換算調整勘定 △31,584 △255,935 

退職給付に係る調整累計額 △90,985 △85,529 

その他の包括利益累計額合計 243,977 152,868 

非支配株主持分 268,970 233,360 

純資産合計 12,597,530 12,796,637 

負債純資産合計 16,916,442 17,726,265 
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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27年３月１日 

 至 平成27年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年３月１日 
 至 平成28年８月31日) 

売上高 6,125,788 6,190,563 

売上原価 5,011,633 5,031,897 

売上総利益 1,114,155 1,158,666 

販売費及び一般管理費 571,389 563,078 

営業利益 542,765 595,588 

営業外収益    

受取利息 1,056 946 

受取配当金 32,963 29,801 

持分法による投資利益 84,559 80,762 

為替差益 18,835 － 

受取ロイヤリティー 22,146 24,326 

スクラップ売却益 15,214 11,516 

その他 8,329 7,365 

営業外収益合計 183,103 154,715 

営業外費用    

支払利息 8,295 10,524 

為替差損 － 156,498 

その他 80 1,151 

営業外費用合計 8,375 168,173 

経常利益 717,493 582,130 

特別利益    

固定資産処分益 904 912 

受取保険金 － 19,078 

特別利益合計 904 19,989 

特別損失    

固定資産処分損 765 784 

特別損失合計 765 784 

税金等調整前四半期純利益 717,631 601,335 

法人税、住民税及び事業税 244,063 204,957 

法人税等調整額 10,557 △705 

法人税等合計 254,619 204,252 

四半期純利益 463,012 397,083 

非支配株主に帰属する四半期純利益 5,845 4,118 

親会社株主に帰属する四半期純利益 457,168 392,965 
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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27年３月１日 

 至 平成27年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年３月１日 
 至 平成28年８月31日) 

四半期純利益 463,012 397,083 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △108,924 127,786 

為替換算調整勘定 △1,753 △163,267 

退職給付に係る調整額 7,031 5,456 

持分法適用会社に対する持分相当額 △22,722 △98,724 

その他の包括利益合計 △126,369 △128,749 

四半期包括利益 336,643 268,334 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 332,348 301,856 

非支配株主に係る四半期包括利益 4,295 △33,522 
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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27年３月１日 

 至 平成27年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年３月１日 
 至 平成28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 717,631 601,335 

減価償却費 205,542 189,304 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △30 △10 

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,104 △5,290 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △13,762 △14,166 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,600 △18,000 

受取利息及び受取配当金 △34,019 △30,746 

支払利息 8,295 10,524 

固定資産処分損益（△は益） △138 △127 

為替差損益（△は益） △20,580 149,444 

受取保険金 － △19,078 

売上債権の増減額（△は増加） 349,190 51,150 

たな卸資産の増減額（△は増加） △100,682 49,250 

仕入債務の増減額（△は減少） 43,111 △164,357 

持分法による投資損益（△は益） △84,559 △80,762 

その他 △114,145 105,438 

小計 944,357 823,908 

利息及び配当金の受取額 56,536 79,525 

利息の支払額 △8,170 △10,600 

保険金の受取額 － 19,078 

法人税等の支払額 △474,520 △242,227 

営業活動によるキャッシュ・フロー 518,202 669,684 

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 △705,000 △700,000 

定期預金の払戻による収入 605,000 705,000 

投資有価証券の取得による支出 △10,613 △10,123 

有形固定資産の取得による支出 △145,867 △81,496 

有形固定資産の売却による収入 904 1,203 

無形固定資産の取得による支出 － △262 

関係会社出資金の払込による支出 △211,327 － 

貸付けによる支出 △45 △2,788 

貸付金の回収による収入 501 671 

投資活動によるキャッシュ・フロー △466,446 △87,796 

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） △3,860 △11,320 

長期借入れによる収入 － 1,000,000 

長期借入金の返済による支出 △249,000 △303,000 

自己株式の取得による支出 △482 △105 

リース債務の返済による支出 △14,189 △11,715 

配当金の支払額 △38,310 △67,034 

非支配株主への配当金の支払額 △2,449 △2,088 

財務活動によるキャッシュ・フロー △308,290 604,738 
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    （単位：千円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年３月１日 

 至 平成27年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年３月１日 
 至 平成28年８月31日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 20,424 △267,760 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △236,110 918,866 

現金及び現金同等物の期首残高 3,745,632 3,561,523 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,509,522 4,480,388 
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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27年３月１日 至 平成27年８月31日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成28年３月１日 至 平成28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。

 

- 10 -

知多鋼業㈱（5993）　平成29年2月期　第2四半期決算短信



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２四半期累計期間

自 平成27年３月１日

至 平成27年８月31日

当第２四半期連結累計期間

自 平成28年３月１日

至 平成28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 2,070,159 33.8 1,987,111 32.1 △83,047 △4.0 

各種薄板ばね 1,532,384 25.0 1,607,730 26.0 75,347 4.9 

パイプ成形加工品 1,948,673 31.8 2,029,689 32.8 81,016 4.2 

切削加工品他 574,572 9.4 566,032 9.1 △8,540 △1.5

合計 6,125,788 100.0 6,190,563 100.0 64,775 1.1 

 

②業界別売上高

（連結）

区分

前第２四半期累計期間

自 平成27年３月１日

至 平成27年８月31日

当第２四半期連結累計期間

自 平成28年３月１日

至 平成28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 1,311,947 21.4 1,195,658 19.3 △116,289 △8.9

四輪車 4,174,202 68.1 4,388,673 70.9 214,471 5.1 

産業用機械 365,321 6.0 362,558 5.9 △2,763 △0.8

その他 274,317 4.5 243,674 3.9 △30,643 △11.2 

合計 6,125,788 100.0 6,190,563 100.0 64,775 1.1 
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