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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 1,709 27.1 161 316.9 148 374.6 165 412.5
24年3月期第1四半期 1,344 △10.1 38 △57.3 31 △64.4 32 △12.5

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 234百万円 （343.6％） 24年3月期第1四半期 52百万円 （19.0％）

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

25年3月期第1四半期 32.32 ―
24年3月期第1四半期 6.30 ―

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

25年3月期第1四半期 8,661 5,635 63.8 1,080.04
24年3月期 8,528 5,437 62.6 1,043.74
（参考） 自己資本 25年3月期第1四半期 5,522百万円 24年3月期 5,337百万円

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

24年3月期 ― 6.50 ― 6.50 13.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 7.00 ― 7.00 14.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 3,510 20.3 300 141.9 280 144.1 240 182.4 46.93
通期 7,080 14.9 580 84.5 540 75.5 390 125.3 76.26



(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

（注）詳細は、添付資料P.2「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(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、金融商品取引法に基づく

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

の業績等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条件等については、添付資料P.2「1.当四半期決算に関する定性的情報(3)
連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

※  注記事項

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 ： 有
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 有
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 5,119,477 株 24年3月期 5,119,477 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 6,127 株 24年3月期 6,051 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 5,113,380 株 24年3月期1Q 5,113,530 株



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算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．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  2

（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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  2

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  2

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

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  3

（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 ………………………………………………………  5

四半期連結損益計算書    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  5

四半期連結包括利益計算書    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  7

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  7

（５）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  7

㈱カネミツ　(7208)　平成25年３月期　第１四半期決算短信

-1-



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要に支えられ、緩やかな回復を続けて

いますが、欧州債務問題や長引く円高等により、先行きについては依然不透明な状況にあります。 

 自動車業界におきましては、エコカー補助金の追い風を受けて国内販売が好調に推移し、国内生産台数は前年同

四半期比62.3％増と大幅な増加となりました。 

 このような状況のもと、当社グループの売上高は1,709百万円（対前年同四半期364百万円の27.1％増加）となり

ました。利益面では、営業利益161百万円（対前年同四半期123百万円の316.9％増加）、経常利益148百万円（対前

年同四半期117百万円の374.6％増加）、四半期純利益165百万円（対前年同四半期133百万円の412.5％増加）となり

ました。 

 セグメント別では、日本は売上高1,345百万円（対前年同四半期326百万円の32.0％増加）、営業利益89百万円

（前年同四半期は営業損失26百万円）となりました。 

 タイ現地法人は売上高322百万円（対前年同四半期36百万円の12.6％増加）、営業利益62百万円（対前年同四半期

２百万円の3.9％減少）となり、中国現地法人は売上高109百万円（対前年同四半期50百万円の83.4％増加）、営業

利益11百万円（前年同四半期は営業損失０百万円）となりました。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は8,661百万円となり、前連結会計年度末に比べ132百万円の増加と

なりました。流動資産は83百万円増加しましたが、主として現金及び預金の増加56百万円、受取手形及び売掛金の

増加51百万円によるものであります。固定資産は48百万円増加しましたが、主として建設仮勘定の増加80百万円、

投資有価証券の減少33百万円によるものであります。 

 負債は3,025百万円となり、65百万円減少しました。流動負債は122百万円増加しましたが、主としてその他の流

動負債の増加265百万円、支払手形及び買掛金の減少35百万円、賞与引当金の減少50百万円、１年内返済予定の長期

借入金の減少26百万円によるものであります。固定負債は188百万円減少しましたが、主として長期未払金の減少

147百万円、長期借入金の減少24百万円によるものであります。 

 純資産は5,635百万円となり、198百万円増加しましたが、主として利益剰余金の増加132百万円、為替換算調整勘

定の増加84百万円、その他有価証券評価差額金の減少31百万円によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は63.8％となりました。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成24年５月14日の「平成24年３月期 決算短信」で公表いたしました第２四半 

期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。    

    

（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   

（減価償却方法の変更）  

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。  

 これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,278,936 1,335,791

受取手形及び売掛金 1,732,550 1,784,270

商品及び製品 43,784 45,389

仕掛品 354,464 299,466

原材料及び貯蔵品 77,272 117,310

繰延税金資産 59,025 89,914

その他 61,199 19,074

流動資産合計 3,607,233 3,691,217

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,971,747 2,008,135

減価償却累計額 △1,046,278 △1,074,152

建物及び構築物（純額） 925,468 933,982

機械装置及び運搬具 5,057,061 5,098,915

減価償却累計額 △4,091,262 △4,149,956

機械装置及び運搬具（純額） 965,798 948,958

工具、器具及び備品 555,688 576,906

減価償却累計額 △461,164 △480,366

工具、器具及び備品（純額） 94,524 96,539

土地 2,006,661 2,012,427

建設仮勘定 333,885 414,569

有形固定資産合計 4,326,338 4,406,477

無形固定資産 76,953 79,267

投資その他の資産   

投資有価証券 378,859 345,729

その他 139,265 138,735

投資その他の資産合計 518,124 484,464

固定資産合計 4,921,417 4,970,209

資産合計 8,528,650 8,661,427
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 952,744 917,467

短期借入金 600,746 603,337

1年内償還予定の社債 60,000 60,000

1年内返済予定の長期借入金 146,259 119,283

未払法人税等 21,000 6,267

賞与引当金 125,091 74,869

役員賞与引当金 24,000 6,000

その他 429,457 695,043

流動負債合計 2,359,300 2,482,268

固定負債   

社債 40,000 30,000

長期借入金 147,707 123,136

長期未払金 193,834 46,380

繰延税金負債 35,403 31,733

退職給付引当金 252,581 255,311

その他 62,412 56,730

固定負債合計 731,939 543,292

負債合計 3,091,240 3,025,560

純資産の部   

株主資本   

資本金 551,099 551,099

資本剰余金 445,219 445,219

利益剰余金 4,469,593 4,601,651

自己株式 △6,548 △6,579

株主資本合計 5,459,364 5,591,391

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 78,152 46,813

為替換算調整勘定 △200,417 △115,573

その他の包括利益累計額合計 △122,264 △68,759

少数株主持分 100,311 113,235

純資産合計 5,437,410 5,635,867

負債純資産合計 8,528,650 8,661,427
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 1,344,496 1,709,172

売上原価 1,069,230 1,272,631

売上総利益 275,266 436,541

販売費及び一般管理費 236,426 274,609

営業利益 38,839 161,931

営業外収益   

受取利息 218 194

受取配当金 2,663 3,037

助成金収入 2,778 －

その他 459 2,196

営業外収益合計 6,119 5,428

営業外費用   

支払利息 8,288 9,011

為替差損 5,338 9,649

その他 0 4

営業外費用合計 13,627 18,666

経常利益 31,330 148,694

特別損失   

固定資産売却損 21 281

固定資産除却損 110 1,216

特別損失合計 132 1,497

税金等調整前四半期純利益 31,198 147,196

法人税、住民税及び事業税 9,069 4,863

法人税等調整額 △16,563 △29,380

法人税等合計 △7,494 △24,517

少数株主損益調整前四半期純利益 38,692 171,714

少数株主利益 6,441 6,418

四半期純利益 32,251 165,295
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 38,692 171,714

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △9,367 △31,339

為替換算調整勘定 23,449 93,717

その他の包括利益合計 14,082 62,377

四半期包括利益 52,775 234,091

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 44,360 218,800

少数株主に係る四半期包括利益 8,414 15,291
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

  （セグメント情報）  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

 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．セグメント利益又は損失の調整額824千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用 

          △8,282千円及び報告セグメント間の取引の相殺消去等9,107千円が含まれております。 

          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．セグメント利益又は損失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１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日） 

 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益の調整額△2,700千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用 

     △8,733千円及び報告セグメント間の取引の相殺消去等6,032千円が含まれております。 

          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。 

  

（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

（５）セグメント情報等

                                      （単位：千円） 

  

報告セグメント   四半期連結 
損益計算書 
計上額  
（注）２ 

日本 タイ 中国 計 
調整額 

（注）１  

売上高   

外部顧客への売上高  1,001,219  283,295  59,981  1,344,496  －  1,344,496

セグメント間の内部売 

上高又は振替高 
 17,755  2,604  －  20,359  △20,359  －

計  1,018,975  285,899  59,981  1,364,856  △20,359  1,344,496

セグメント利益又は損失 

（△）  
 △26,524  65,436  △896  38,014  824  38,839

                                      （単位：千円） 

  

報告セグメント   四半期連結 
損益計算書 
計上額  
（注）２ 

日本 タイ 中国 計 
調整額 

（注）１  

売上高   

外部顧客への売上高  1,284,548  314,634  109,989  1,709,172  －  1,709,172

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 60,658  7,391  －  68,049  △68,049  －

計  1,345,207  322,025  109,989  1,777,222  △68,049  1,709,172

セグメント利益  89,866  62,876  11,889  164,632  △2,700  161,931

㈱カネミツ　(7208)　平成25年３月期　第１四半期決算短信

-7-


	20120807　H25-3第１四半期サマリ
	20120806　H25-3第１四半期本文



