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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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 ％

24年3月期第2四半期 4,100 9.7 535 70.5 563 60.7 498 63.3
23年3月期第2四半期 3,738 8.2 313 ― 350 ― 305 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 363百万円 （55.6％） 23年3月期第2四半期 233百万円 （―％）

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3月期第2四半期 41.61 ―

23年3月期第2四半期 25.48 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 12,431 6,846 54.5
23年3月期 12,590 6,579 51.7

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  6,777百万円 23年3月期  6,512百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― ― ― 8.00 8.00

24年3月期 ― ―

24年3月期（予想） ― 8.00 8.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 7,970 7.3 600 37.5 620 28.6 650 54.0 54.23



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、【添付資料】２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧くださ
い。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 12,387,178 株 23年3月期 12,387,178 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 402,493 株 23年3月期 402,049 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 11,984,907 株 23年3月期2Q 11,986,276 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による打撃から持ち直しの動きが見られるもの

の、原発事故の長期化、デフレや円高基調の継続、国際経済への懸念など、先行き不透明感が高まる中で推移いたし

ました。 

このような情勢下、当社グループにおきましては、「攻めの加速と守りの強化」を基本方針に掲げ、経営戦略の

実現に向け、経営課題に関する意思決定及び業務執行の迅速化を図るとともに、日々の業務における継続的な改善を

推進し、揺るぎない収益基盤の確立に努めております。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は41億円（前年同期比9.7％増）となりました。利益につきま

しては、主力の工具事業におけるソリューション営業の浸透と生産性向上によるコストダウン、また継続して進めて

おります費用構造改革の効果により、営業利益は５億35百万円（前年同期比70.5％増）、経常利益は５億63百万円

（前年同期比60.7％増）となりました。四半期純利益につきましては、特別損失として投資有価証券評価損57百万円

などを計上したことにより、４億98百万円（前年同期比63.3％増）となりました。 

  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

[工具事業] 

当社主力の当事業部門では、「安全、快適、能率・効率、環境」をキーワードとしたソリューション営業の展開

と将来を見据えた新技術・新製品の開発に注力いたしました。また、迅速で柔軟な生産体制の確立を進め、更なる

生産性の向上とコストダウンの推進に取組んでまいりました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は34億88百万円（前年同期比13.1％増）、セグメント利益は

４億84百万円（前年同期比85.2％増）となりました。 

  

[DIY事業] 

当事業部門では、地域密着型サービスの展開を図るとともに、東日本大震災・原発事故に伴う節電需要等への対

応を迅速に進め収益の確保に努めました。これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は５億34百万円（前

年同期比6.8％減）、セグメント利益は５百万円（前年同期比154.0％増）となりました。 

  

[賃貸事業] 

当事業部門では、ファシリティマネジメントを推進し、当第２四半期連結累計期間の売上高は77百万円（前年同

期比3.0％減）、セグメント利益は44百万円（前年同期比10.1％減）となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末の総資産は、124億31百万円となり、前連結会計年度末に対し１億58百万円減少となりました。そ

の主な内容は、現金及び預金が３億81百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が２億２百万円、有価証券が57百万

円、仕掛品が46百万円、有形固定資産が87百万円、投資有価証券が１億44百万円減少したことなどによるものであり

ます。 

負債合計は、55億85百万円となり、前連結会計年度末に対し４億25百万円減少となりました。その主な内容は、

支払手形及び買掛金が２億９百万円、未払金及び未払費用が１億20百万円、賞与引当金が49百万円、長期借入金が20

百万円、退職給付引当金が14百万円減少したことなどによるものであります。 

純資産合計は、68億46百万円となり、前連結会計年度末に対し２億67百万円増加となりました。その主な内容

は、その他有価証券評価差額金が１億40百万円減少した一方、利益剰余金が４億２百万円増加したことなどによるも

のであります。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期の通期の業績予想につきましては、平成23年８月８日に発表いたしました予想から変更はありま

せん。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

京都機械工具㈱(5966)平成24年３月期第２四半期決算短信京都機械工具㈱(5966)平成24年３月期第２四半期決算短信
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（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。 

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

京都機械工具㈱(5966)平成24年３月期第２四半期決算短信京都機械工具㈱(5966)平成24年３月期第２四半期決算短信
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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23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,424,804 2,805,945

受取手形及び売掛金 1,828,628 1,625,861

有価証券 101,000 43,670

商品及び製品 1,464,581 1,462,168

仕掛品 547,298 501,038

原材料及び貯蔵品 320,739 303,370

その他 30,341 71,653

貸倒引当金 △99,983 △82,167

流動資産合計 6,617,409 6,731,540

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,533,863 1,489,570

機械装置及び運搬具（純額） 632,986 584,402

工具、器具及び備品（純額） 64,831 58,234

土地 1,703,462 1,703,462

その他（純額） 32,662 44,334

有形固定資産合計 3,967,806 3,880,003

無形固定資産 60,702 79,112

投資その他の資産   

投資有価証券 1,406,751 1,262,182

その他 686,980 628,311

貸倒引当金 △149,630 △149,599

投資その他の資産合計 1,944,102 1,740,894

固定資産合計 5,972,611 5,700,010

資産合計 12,590,021 12,431,550

京都機械工具㈱(5966)平成24年３月期第２四半期決算短信京都機械工具㈱(5966)平成24年３月期第２四半期決算短信
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 627,984 418,061

短期借入金 2,599,999 2,599,999

未払金及び未払費用 539,123 418,530

未払法人税等 23,289 15,083

賞与引当金 167,655 117,950

その他 184,234 196,828

流動負債合計 4,142,286 3,766,454

固定負債   

長期借入金 119,160 98,910

退職給付引当金 974,020 959,764

役員退職慰労引当金 19,908 21,162

環境対策引当金 15,010 15,010

担保提供損失引当金 9,500 8,501

負ののれん 4,446 －

資産除去債務 163,100 163,100

その他 563,540 552,309

固定負債合計 1,868,685 1,818,757

負債合計 6,010,971 5,585,212

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,032,088 1,032,088

資本剰余金 2,562,439 2,562,439

利益剰余金 2,952,763 3,355,532

自己株式 △138,837 △138,924

株主資本合計 6,408,453 6,811,134

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 113,129 △26,898

為替換算調整勘定 △9,387 △6,742

その他の包括利益累計額合計 103,741 △33,641

少数株主持分 66,854 68,844

純資産合計 6,579,049 6,846,338

負債純資産合計 12,590,021 12,431,550
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 3,738,013 4,100,039

売上原価 2,397,103 2,492,607

売上総利益 1,340,910 1,607,432

販売費及び一般管理費 1,027,125 1,072,425

営業利益 313,784 535,006

営業外収益   

受取配当金 16,978 19,191

投資有価証券評価益 － 4,480

助成金収入 760 －

保険返戻金 28,837 －

担保提供損失引当金戻入額 － 999

その他 25,100 24,059

営業外収益合計 71,678 48,730

営業外費用   

支払利息 16,889 13,402

投資有価証券評価損 370 －

為替差損 7,063 1,735

その他 10,346 5,026

営業外費用合計 34,669 20,164

経常利益 350,792 563,572

特別利益   

投資有価証券売却益 5,990 －

貸倒引当金戻入額 14,250 －

特別利益合計 20,240 －

特別損失   

固定資産除売却損 1,002 409

投資有価証券評価損 15,533 57,329

有価証券評価損 24,810 －

早期割増退職金 5,615 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 16,835 －

特別損失合計 63,796 57,739

税金等調整前四半期純利益 307,236 505,832

法人税、住民税及び事業税 5,007 6,763

法人税等調整額 △1,659 △688

法人税等合計 3,348 6,074

少数株主損益調整前四半期純利益 303,888 499,758

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,489 1,108

四半期純利益 305,378 498,649

京都機械工具㈱(5966)平成24年３月期第２四半期決算短信京都機械工具㈱(5966)平成24年３月期第２四半期決算短信
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 303,888 499,758

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △58,787 △140,028

為替換算調整勘定 △11,621 3,527

その他の包括利益合計 △70,408 △136,501

四半期包括利益 233,480 363,256

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 237,875 361,266

少数株主に係る四半期包括利益 △4,395 1,990

京都機械工具㈱(5966)平成24年３月期第２四半期決算短信京都機械工具㈱(5966)平成24年３月期第２四半期決算短信
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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