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1.  平成23年2月期第3四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22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 ％

23年2月期第3四半期 9,258 40.6 666 ― 747 ― 389 ―
22年2月期第3四半期 6,582 ― △274 ― △185 ― △260 ―

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

23年2月期第3四半期 40.67 ―
22年2月期第3四半期 △27.17 ―

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

23年2月期第3四半期 14,286 9,151 63.1 940.14
22年2月期 13,255 8,643 64.1 886.34

（参考） 自己資本  23年2月期第3四半期  9,007百万円 22年2月期  8,493百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年2月期 ― 3.75 ― 3.75 7.50
23年2月期 ― 3.75 ―
23年2月期 
（予想）

3.75 7.50

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 11,500 21.6 850 ― 900 ― 540 ― 56.35



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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、四半期財務諸表に
対する四半期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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期3Q 9,621,550株 22年2月期 9,621,550株
② 期末自己株式数 23年2月期3Q 40,205株 22年2月期 38,763株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期3Q 9,581,669株 22年2月期3Q 9,584,755株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  3

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  3

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  3

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  6

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  7

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  8

（５）セグメント情報 ……………………………………………………………………………………………………  8

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  8

- 1 -

知多鋼業㈱（5993）　平成23年２月期　第３四半期決算短信



（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、年度前半にはアジア向け輸出の増勢や政府の経済対策効果

が奏功して持ち直しが続きましたが、年度後半からの政策効果の剥落により減速感を強めました。円高への警戒

感、個人消費の足踏みから不透明感が強い状況になっております。当社グループの主要な取引先である自動車業界

では、二輪車の国内外需要が依然、盛り上がりを欠きました。また、四輪車は補助金政策の９月終了に伴う駆け込

み需要の反動から弱含みましたが、エコカー減税や買い替え補助金など政府の販売支援策に支えられた累計期間で

は堅調に推移しました。こうしたなか、当第３四半期連結累計期間の売上高は9,258,513千円（前年同四半期比

40.6％増）となりました。 

 また、利益面につきましては、営業利益は、666,029千円の利益（前年同四半期は274,101千円の営業損失）とな

りました。経常利益は、747,456千円の利益（前年同四半期は185,266千円の経常損失）、四半期純利益は、

389,688千円の利益（前年同四半期は260,426千円の四半期純損失）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1,031,018千円増加し、14,286,173千

円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末と比べ1,105,949千円増加し、6,810,562千円となりました。これは主に、現金及

び預金が861,445千円増加したことや、受取手形及び売掛金が147,882千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、74,932千円減少し、7,475,611千円となりました。これは主に、有形固

定資産が440,652千円減少し、投資有価証券が365,360千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523,077千円増加し、5,134,935千円と

なりました。 

流動負債は、前連結会計年度末と比べ239,469千円増加し、3,852,886千円となりました。これは主に、１年内返

済予定の長期借入金が395,147千円減少し、支払手形及び買掛金が308,737千円増加したことや未払法人税等が

272,062千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283,607千円増加し、1,282,049千円となりました。これは主に、長期借入

金が129,691千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507,941千円増加し9,151,238千円とな

りました。これは主に、利益剰余金が317,823千円増加したことなどによります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は第２四半期連結会計期間

末に比べ279,071千円増加し、1,536,810千円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、449,594千円の収入（前年同四半期に比べ282,276千円の収入増加）とな

りました。その主な増減要因は、税金等調整前四半期純利益231,141千円などであります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、35,958千円の支出（前年同四半期に比べ4,562千円の支出増加）となり

ました。その主な増減要因は、有形固定資産の取得による支出32,041千円などであります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、118,902千円の支出（前年同四半期は29,473千円の収入）となりまし

た。その主な増減要因は、長期借入金の返済による支出88,529千円などであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年２月の連結業績予想につきましては、平成22年４月14日付の平成22年２月期決算短信で発表いたしまし 

た連結業績予想から変更はありません。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

  該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 簡便的な会計処理 

たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半期連結会

計期間末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行うこととしております。  

  

固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定してお

ります。  

  

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に、経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化が無いと認められるため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングを利用しております。 

  

② 四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理  

該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。  

  

２．その他の情報

- 3 -

知多鋼業㈱（5993）　平成23年２月期　第３四半期決算短信



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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,536,810 675,365

受取手形及び売掛金 3,833,618 3,685,735

商品及び製品 379,931 438,697

仕掛品 310,061 311,486

原材料及び貯蔵品 503,707 425,266

その他 249,321 170,648

貸倒引当金 △2,886 △2,584

流動資産合計 6,810,562 5,704,613

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,913,885 3,921,688

減価償却累計額 △1,809,338 △1,665,544

建物及び構築物（純額） 2,104,546 2,256,144

機械装置及び運搬具 6,920,759 7,007,518

減価償却累計額 △5,682,985 △5,485,439

機械装置及び運搬具（純額） 1,237,775 1,522,079

土地 1,712,627 1,712,900

建設仮勘定 5,050 5,418

その他 619,824 609,786

減価償却累計額 △578,259 △564,112

その他（純額） 41,565 45,674

有形固定資産合計 5,101,563 5,542,215

無形固定資産   

その他 18,808 21,647

無形固定資産合計 18,808 21,647

投資その他の資産   

投資有価証券 2,180,485 1,815,125

その他 179,745 176,547

貸倒引当金 △4,990 △4,990

投資その他の資産合計 2,355,240 1,986,681

固定資産合計 7,475,611 7,550,542

資産合計 14,286,173 13,255,155
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,247,769 1,939,033

短期借入金 342,338 502,765

1年内返済予定の長期借入金 318,490 713,637

未払法人税等 323,832 51,770

賞与引当金 192,416 122,316

役員賞与引当金 25,350 5,900

その他 402,690 277,996

流動負債合計 3,852,886 3,613,417

固定負債   

長期借入金 740,720 611,029

退職給付引当金 193,433 197,091

その他 347,896 190,322

固定負債合計 1,282,049 998,441

負債合計 5,134,935 4,611,858

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 7,005,856 6,688,034

自己株式 △25,439 △24,844

株主資本合計 8,766,252 8,449,024

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 416,332 196,776

為替換算調整勘定 △174,818 △152,219

評価・換算差額等合計 241,514 44,557

少数株主持分 143,472 149,715

純資産合計 9,151,238 8,643,297

負債純資産合計 14,286,173 13,255,155
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（２）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21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 6,582,695 9,258,513

売上原価 6,138,525 7,845,323

売上総利益 444,170 1,413,190

販売費及び一般管理費 718,271 747,161

営業利益又は営業損失（△） △274,101 666,029

営業外収益   

受取利息 268 286

受取配当金 12,505 16,105

持分法による投資利益 19,646 23,680

スクラップ売却益 － 35,580

助成金収入 76,057 －

その他 35,033 30,255

営業外収益合計 143,509 105,906

営業外費用   

支払利息 24,188 20,879

為替差損 28,363 788

その他 2,123 2,812

営業外費用合計 54,674 24,479

経常利益又は経常損失（△） △185,266 747,456

特別利益   

貸倒引当金戻入額 710 －

特別利益合計 710 －

特別損失   

投資有価証券評価損 124,495 44,517

固定資産処分損 10,669 2,257

たな卸資産評価損 13,382 －

貸倒引当金繰入額 379 －

会員権評価損 153 －

特別損失合計 149,078 46,774

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△333,634 700,683

法人税、住民税及び事業税 43,097 359,549

法人税等調整額 △98,339 △50,838

法人税等合計 △55,242 308,711

少数株主利益又は少数株主損失（△） △17,965 2,283

四半期純利益又は四半期純損失（△） △260,426 389,688

- 6 -

知多鋼業㈱（5993）　平成23年２月期　第３四半期決算短信



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△333,634 700,683

減価償却費 569,059 484,772

投資有価証券評価損益（△は益） 124,495 44,517

貸倒引当金の増減額（△は減少） △336 301

賞与引当金の増減額（△は減少） 65,848 70,100

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,907 △3,658

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △375 19,450

受取利息及び受取配当金 △12,773 △16,391

支払利息 24,188 20,879

固定資産除却損 10,669 2,257

会員権評価損 153 －

売上債権の増減額（△は増加） 419,254 △147,882

たな卸資産の増減額（△は増加） 23,898 △18,251

仕入債務の増減額（△は減少） 206,507 308,737

持分法による投資損益（△は益） △19,646 △23,680

その他の資産の増減額（△は増加） △908 △33,960

その他の負債の増減額（△は減少） △92,236 113,863

小計 992,070 1,521,736

利息及び配当金の受取額 26,465 27,190

利息の支払額 △25,942 △21,631

法人税等の還付額 96,414 －

法人税等の支払額 △85,504 △87,487

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,003,503 1,439,808

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △12,750 △12,885

有形固定資産の取得による支出 △730,410 △62,665

有形固定資産の売却による収入 － 11,600

無形固定資産の取得による支出 △4,000 △1,465

貸付けによる支出 △873 △2,395

貸付金の回収による収入 752 880

投資活動によるキャッシュ・フロー △747,281 △66,932

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） △368,853 △152,527

長期借入れによる収入 700,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △383,961 △662,728

自己株式の取得による支出 △1,348 △595

配当金の支払額 △79,080 △71,865

財務活動によるキャッシュ・フロー △133,243 △487,716

現金及び現金同等物に係る換算差額 96,575 △23,716

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 219,555 861,445

現金及び現金同等物の期首残高 782,423 675,365

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,001,978 1,536,810
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 該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当社グループはすべて、二輪車、四輪車業界向け部品の製造・販売に関する事業を主として営んでいるため、事

業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

本国のセグメントの売上高の金額が全セグメントの合計の90％超であるため記載を省略しております。 

  

〔海外売上高〕 

海外売上高は連結売上高の10％未満であるので記載を省略しております。  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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