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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 14,843 1.3 109 △80.7 416 △44.2 666 △20.0

23年3月期第3四半期 14,651 27.8 571 ― 747 ― 834 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 534百万円 （△12.7％） 23年3月期第3四半期 612百万円 （―％）

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3四半期 45.42 ―

23年3月期第3四半期 55.29 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 18,269 11,940 63.2
23年3月期 17,068 11,595 65.5

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  11,550百万円 23年3月期  11,192百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
24年3月期 ― 4.00 ―

24年3月期（予想） 4.00 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 21,100 8.6 500 △20.3 900 △1.1 950 28.8 64.58



(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ますが、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は終了しております。 

※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
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項につきましては、【添付資料】P.3「連結業績予想に関する定性的情
報」をご覧下さい。 

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3Q 15,400,000 株 23年3月期 15,400,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 850,802 株 23年3月期 690,145 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 14,677,729 株 23年3月期3Q 15,085,195 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、当初は東日本大震災の影響を受け低調に推移して

おりましたが、復旧活動が進むにつれ、緩やかながらも回復傾向にありますものの、円高やデフレの進

行及び雇用情勢の悪化など、景気下振れリスクは引き続き継続しております。世界経済におきまして

は、欧州の一部地域に見られる財政不安により経済状況の回復が減速したほか、好調だったアジア経済

で成長が鈍化するなど、予断を許さない状況が続いております。 

当社グループの主要取引先であります自動車業界も、震災直後の低迷期から抜け出し、夏場の電力制

限、タイの洪水等、種々のマイナス要因はありましたが、震災以前に近い状況にまで回復して参りまし

た。産業機械部品につきましては、新興国の景気減速の懸念はありますが、引き続き堅調に推移いたし

ました。 

この様な環境の下、当第３四半期連結累計期間における当社グループの売上高は148億43百万円（前

年同期比1.3%増加）、営業利益は１億９百万円（前年同期比80.7%減少）、経常利益は４億16百万円

（前年同期比44.2%減少）、四半期純利益は６億66百万円（前年同期比20.0%減少）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

当セグメントにおきましては、自動車生産量が震災直後の低迷期から回復しましたものの、タイの

洪水被害により一時的に停滞したこともあり、当社グループでは、売上高は144億27百万円（前年同

期比1.0%増加）、セグメント利益（営業利益）は７億23百万円（前年同期比38.2%減少）となりまし

た。 

当セグメントにおきましては、家具市場の低迷は依然として継続しておりますが、販売活動を積極

的に展開したことにより、当社グループでは、売上高は４億15百万円（前年同期比13.4%増加）、セ

グメント利益（営業利益）は３百万円（前年同期はセグメント損失23百万円）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は182億69百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億１百万

円増加いたしました。主な要因は、受取手形及び売掛金、商品及び製品の増加などにより流動資産が12

億74百万円増加したこと、またその他（建設仮勘定）が増加したものの機械装置及び運搬具の減少など

により固定資産が73百万円減少したことによるものであります。 

負債の部は、前連結会計年度末に比べ８億55百万円増加し、63億28百万円となりました。主な要因

は、支払手形及び買掛金の増加などにより流動負債が３億21百万円増加し、長期借入金の増加などによ

り固定負債が５億34百万円増加したことによるものであります。 

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ３億45百万円増加し、119億40百万円となりました。主な要

因は、利益剰余金が増加したもののその他有価証券評価差額金が減少したことによるものであります。

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

①  可鍛事業

②  金属家具事業

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年11月４日に公表いたしました業績予想に変

更はありません。 

     今後、業績予想数値に修正が生じる場合は、速やかに公表いたします。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

中央可鍛工業㈱（5607）　平成24年3月期　第3四半期決算短信

-　3　-



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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,650,701 1,769,311

受取手形及び売掛金 3,804,849 4,596,793

有価証券 133,257 126,916

商品及び製品 383,512 724,422

仕掛品 425,228 296,266

原材料及び貯蔵品 431,890 405,622

その他 149,508 328,725

貸倒引当金 △56,262 △50,850

流動資産合計 6,922,686 8,197,207

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,214,965 1,329,022

機械装置及び運搬具（純額） 4,235,105 3,698,381

工具、器具及び備品（純額） 311,755 355,619

その他（純額） 1,503,688 1,827,789

有形固定資産合計 7,265,514 7,210,812

無形固定資産

その他 25,092 28,963

無形固定資産合計 25,092 28,963

投資その他の資産

その他 2,858,003 2,835,321

貸倒引当金 △3,200 △3,200

投資その他の資産合計 2,854,803 2,832,121

固定資産合計 10,145,410 10,071,897

資産合計 17,068,096 18,269,105
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,354,847 3,741,222

短期借入金 86,520 164,770

1年内返済予定の長期借入金 72,622 168,001

未払法人税等 46,067 18,521

賞与引当金 230,244 60,745

その他 774,382 732,628

流動負債合計 4,564,683 4,885,889

固定負債

長期借入金 79,571 740,730

退職給付引当金 51,898 59,415

役員退職慰労引当金 169,594 165,631

環境対策引当金 88,351 87,602

その他 518,716 388,932

固定負債合計 908,132 1,442,311

負債合計 5,472,815 6,328,201

純資産の部

株主資本

資本金 1,036,000 1,036,000

資本剰余金 574,391 574,391

利益剰余金 9,607,867 10,156,931

自己株式 △226,342 △282,571

株主資本合計 10,991,917 11,484,751

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 342,138 255,638

為替換算調整勘定 △141,661 △190,339

その他の包括利益累計額合計 200,476 65,299

少数株主持分 402,887 390,853

純資産合計 11,595,281 11,940,904

負債純資産合計 17,068,096 18,269,105
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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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 14,651,010 14,843,798

売上原価 12,802,946 13,422,239

売上総利益 1,848,064 1,421,558

販売費及び一般管理費 1,276,659 1,311,741

営業利益 571,405 109,817

営業外収益

受取利息 1,664 1,659

受取配当金 17,691 19,439

持分法による投資利益 193,347 227,184

デリバティブ評価益 14,197 －

その他 70,392 101,926

営業外収益合計 297,293 350,210

営業外費用

支払利息 10,614 11,434

為替差損 79,859 19,048

その他 30,811 12,659

営業外費用合計 121,286 43,142

経常利益 747,413 416,884

特別利益

固定資産売却益 18 1,138

負ののれん発生益 － 12,830

貸倒引当金戻入額 34,256 －

特別利益合計 34,274 13,969

特別損失

固定資産除却損 60,665 16,862

その他 328 3,600

特別損失合計 60,993 20,463

税金等調整前四半期純利益 720,694 410,390

法人税、住民税及び事業税 34,362 20,141

法人税等調整額 △131,933 △279,520

法人税等合計 △97,571 △259,379

少数株主損益調整前四半期純利益 818,265 669,770

少数株主利益又は少数株主損失（△） △15,800 3,027

四半期純利益 834,065 666,742
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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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 818,265 669,770

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △62,166 △86,790

為替換算調整勘定 △77,372 △27,339

持分法適用会社に対する持分相当額 △66,612 △21,338

その他の包括利益合計 △206,152 △135,468

四半期包括利益 612,112 534,301

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 627,997 531,564

少数株主に係る四半期包括利益 △15,885 2,737
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当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １ セグメント利益の調整額△576,604千円は、各報告セグメントに配賦していない全社費用です。全社費用

は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １ セグメント利益の調整額△617,723千円は、各報告セグメントに配賦していない全社費用です。全社費用

は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日) 

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）セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント

合計
調整額 
（注）１

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）２可鍛事業 金属家具事業

売上高

  外部顧客への売上高 14,284,341 366,669 14,651,010 ― 14,651,010

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 14,284,341 366,669 14,651,010 ― 14,651,010

セグメント利益又は損失(△) 1,171,500 △23,491 1,148,009 △576,604 571,405

(単位：千円)

報告セグメント

合計
調整額 
（注）１

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）２可鍛事業 金属家具事業

売上高

  外部顧客への売上高 14,427,950 415,847 14,843,798 ― 14,843,798

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 14,427,950 415,847 14,843,798 ― 14,843,798

セグメント利益 723,689 3,852 727,541 △617,723 109,817

（５）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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