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1．平成24年2月期第1四半期の連結業績（平成23年3月1日～平成23年5月31日） 

(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 ％
24年 2月期第1四半期 2,652 △9.5 148 △5.1 176 △5.7 77 △28.9
23年 2月期第1四半期 2,930 63.7 156 － 186 － 108 － 

 

 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
24年 2月期第1四半期 8.06 － 
23年 2月期第1四半期 11.33 － 

 

(2)連結財政状態 

 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
24年 2月期第1四半期 13,788 9,250 66.1 950.79
23年 2月期  14,613 9,468 63.9 974.53

(参考)自己資本 24年2月期第1四半期 9,109百万円 23年2月期 9,337百万円 

 

2．配当の状況 

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
23年 2月期  － 3.75 － 3.75 7.50

24年 2月期  －  

24年 2月期(予想)  3.75 － 3.75 7.50

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 

3．平成24年2月期の連結業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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
第2四半期(累計) 6,070 1.1 440 1.8 465 △6.6 279 8.3 29.12

通期 12,500 1.6 950 18.1 1,000 10.4 600 27.7 62.62

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



 

 

 

4．その他  （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。） 

(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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 
(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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 24年2月期1Ｑ 9,621,550株 23年2月期 9,621,550株

② 期末自己株式数 24年2月期1Ｑ 40,571株 23年2月期 40,471株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年2月期1Ｑ 9,581,026株 23年2月期1Ｑ 9,582,244株

 

※ 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、金融商品取引法に基づく四半

期財務諸表の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、実際の業績等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。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間においてわが国の景気は、東日本大震災の影響を受けて生産や設備投資が急激に落ち

込んだうえ、個人消費も自粛ムードにより冷え込んだことから低調な推移となりました。当社グループの主要な取

引先である自動車業界では、四輪車、二輪車とも震災による生産設備の被災やサプライチェーンの混乱により大幅

な減産を余儀なくさせられ、見通しがつかない状況が続きました。しかし、前倒しで進んだ復旧、復興が奏功して

足元は震災前の生産水準への早期回復が見込まれます。こうしたなか、当第１四半期連結累計期間の売上高は

2,652,524千円（前年同四半期比9.5％減）となりました。 

 また、利益面につきましては、営業利益は、148,155千円の利益（前年同四半期比5.1％減）となりました。経常

利益は、176,342千円の利益（前年同四半期比5.7％減）、四半期純利益は、77,241千円の利益（前年同四半期比

28.9％減）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１四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825,093千円減少し、13,788,415千円

となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末と比べ393,519千円減少し、6,373,102千円となりました。これは主に、受取手形

及び売掛金が483,234千円減少したことや、現金及び預金が137,657千円減少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、431,574千円減少し、7,415,313千円となりました。これは主に、投資有

価証券が465,665千円減少したことなどによります。 

②負債 

当第１四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606,469千円減少し、4,538,168千円と

なりました。 

流動負債は、前連結会計年度末と比べ382,379千円減少し、3,382,885千円となりました。これは主に、支払手形

及び買掛金が191,249千円減少したことや未払法人税等が352,927千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224,090千円減少し、1,155,283千円となりました。これは主に、その他の

うちの繰延税金負債が171,747千円減少したことなどによります。 

③純資産 

当第１四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218,624千円減少し9,250,246千円とな

りました。これは主に、その他有価証券評価差額金が280,437千円減少したことなどによります。  

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四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。）は前連結会計年度末に比べ

537,657千円減少し、1,119,343千円となりました。 

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、16,890千円の支出（前年同四半期は693,003千円の収入）となりまし

た。その主な増減要因は、法人税等の支払額420,380千円や売上債権の減少額483,234千円などであります。 

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、448,632千円の支出（前年同四半期に比べ433,374千円の支出増加）とな

りました。その主な増減要因は、定期預金の預入による支出400,000千円などであります。 

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、79,732千円の支出（前年同四半期に比べ465,425千円の支出減少）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77,845千円などであります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年２月の連結業績予想につきましては、平成23年４月14日付の平成23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１四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、前連結会計年度末

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 

①会計処理基準に関する事項の変更 

「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公

表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第24号 平成20年３月10

日）を適用しております。 

なお、これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

  

資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日

を適用しております。 

なお、これによる営業利益、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。 

  

表示方法の変更 

「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20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しておりま

す。 

   

２．その他の情報
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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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,519,343 1,656,999

受取手形及び売掛金 3,267,955 3,751,189

商品及び製品 479,673 404,528

仕掛品 301,269 256,528

原材料及び貯蔵品 565,422 495,432

その他 241,983 204,596

貸倒引当金 △2,542 △2,652

流動資産合計 6,373,102 6,766,621

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,941,731 3,928,989

減価償却累計額 △1,904,486 △1,858,294

建物及び構築物（純額） 2,037,245 2,070,695

機械装置及び運搬具 6,996,790 6,851,418

減価償却累計額 △5,768,899 △5,684,769

機械装置及び運搬具（純額） 1,227,890 1,166,649

土地 1,712,605 1,712,550

建設仮勘定 2,535 22,275

その他 632,602 620,775

減価償却累計額 △589,767 △583,557

その他（純額） 42,835 37,218

有形固定資産合計 5,023,109 5,009,387

無形固定資産   

その他 38,901 20,930

無形固定資産合計 38,901 20,930

投資その他の資産   

投資有価証券 2,168,247 2,633,912

その他 190,046 187,647

貸倒引当金 △4,990 △4,990

投資その他の資産合計 2,353,302 2,816,569

固定資産合計 7,415,313 7,846,887

資産合計 13,788,415 14,613,508
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成23年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,004,860 2,196,109

短期借入金 326,095 287,381

1年内返済予定の長期借入金 302,520 305,718

未払法人税等 63,895 416,822

賞与引当金 203,141 113,852

役員賞与引当金 8,450 33,800

その他 473,924 411,582

流動負債合計 3,382,885 3,765,265

固定負債   

長期借入金 590,460 665,090

退職給付引当金 187,977 194,305

その他 376,846 519,978

固定負債合計 1,155,283 1,379,373

負債合計 4,538,168 5,144,638

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 7,127,444 7,086,132

自己株式 △25,612 △25,566

株主資本合計 8,887,666 8,846,401

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 404,040 684,477

為替換算調整勘定 △182,213 △193,836

評価・換算差額等合計 221,827 490,641

少数株主持分 140,753 131,827

純資産合計 9,250,246 9,468,870

負債純資産合計 13,788,415 14,613,508
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

売上高 2,930,053 2,652,524

売上原価 2,532,011 2,245,087

売上総利益 398,042 407,437

販売費及び一般管理費 241,957 259,282

営業利益 156,085 148,155

営業外収益   

受取利息 85 293

受取配当金 765 2,571

持分法による投資利益 7,469 10,509

為替差益 12,274 2,446

スクラップ売却益 11,443 11,490

その他 9,049 6,620

営業外収益合計 41,085 33,929

営業外費用   

支払利息 8,430 5,317

その他 1,749 426

営業外費用合計 10,179 5,742

経常利益 186,992 176,342

特別利益   

固定資産処分益 － 3,238

貸倒引当金戻入額 100 120

特別利益合計 100 3,358

特別損失   

投資有価証券評価損 － 27,931

固定資産処分損 1,408 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,664

特別損失合計 1,408 34,595

税金等調整前四半期純利益 185,683 145,105

法人税、住民税及び事業税 114,882 67,453

法人税等調整額 △39,381 △4,087

法人税等合計 75,500 63,366

少数株主損益調整前四半期純利益 － 81,740

少数株主利益 1,591 4,499

四半期純利益 108,592 77,241
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年５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 185,683 145,105

減価償却費 160,504 139,223

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,664

投資有価証券評価損益（△は益） － 27,931

貸倒引当金の増減額（△は減少） △94 △110

賞与引当金の増減額（△は減少） 88,110 89,289

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,074 △6,328

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 2,550 △25,350

受取利息及び受取配当金 △850 △2,865

支払利息 8,430 5,317

固定資産処分損益（△は益） 1,408 △3,238

売上債権の増減額（△は増加） 227,485 483,234

たな卸資産の増減額（△は増加） 117,315 △189,875

仕入債務の増減額（△は減少） △19,841 △191,249

持分法による投資損益（△は益） △7,469 △10,509

その他の資産の増減額（△は増加） △56,512 △35,061

その他の負債の増減額（△は減少） 52,966 △26,093

小計 752,611 406,086

利息及び配当金の受取額 850 2,865

利息の支払額 △8,607 △5,461

法人税等の支払額 △51,851 △420,380

営業活動によるキャッシュ・フロー 693,003 △16,890

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

投資有価証券の取得による支出 △4,209 △4,218

有形固定資産の取得による支出 △18,904 △47,893

有形固定資産の売却による収入 8,959 3,598

無形固定資産の取得による支出 △1,215 －

貸付けによる支出 △70 △379

貸付金の回収による収入 180 261

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,258 △448,632

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） △4,085 35,152

長期借入金の返済による支出 △504,756 △77,845

自己株式の取得による支出 △380 △47

配当金の支払額 △35,935 △35,929

リース債務の返済による支出 － △1,064

財務活動によるキャッシュ・フロー △545,157 △79,732

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,960 7,597

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 137,548 △537,657

現金及び現金同等物の期首残高 675,365 1,656,999

現金及び現金同等物の四半期末残高 812,913 1,119,343
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 該当事項はありません。 

  

〔セグメント情報〕 

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。 

  

（追加情報）  

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。 

  

  

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

- 8 -

知多鋼業㈱（5993）　平成24年２月期　第１四半期決算短信


