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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 11,171 21.7 513 ― 677 495.6 443 1.2
24年3月期第2四半期 9,174 △6.0 △119 ― 113 △75.3 438 △22.0

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 467百万円 （9.5％） 24年3月期第2四半期 426百万円 （7.8％）

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2四半期 30.51 ―

24年3月期第2四半期 29.81 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 20,508 12,854 60.6
24年3月期 20,370 12,448 59.1

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  12,448百万円 24年3月期  12,045百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00

25年3月期 ― 4.00

25年3月期（予想） ― 4.00 8.00

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、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 21,400 2.4 630 19.1 900 △2.0 500 △49.3 34.36



(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。業績予想に関する事項につきましては、【添付資料】P.2「連結業績予想に関する定性的情報」をご
覧下さい。 

※  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2Q 15,400,000 株 24年3月期 15,400,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 850,802 株 24年3月期 850,802 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 14,549,198 株 24年3月期2Q 14,709,855 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要があるものの、円高の進

行や電力の安定供給への懸念等により企業収益が落ち込み、回復への力強さに欠ける状況が続いており

ます。世界経済におきましては、欧州債務危機に伴う信用不安の広がりにより、先進諸国の景気減速や

新興国での経済成長が鈍化するなど、先行きの不透明な状況が続きました。 

当社グループの主要取引先であります自動車業界は、エコカー補助金の効果で国内自動車生産台数が

前年同期を上回るなど、比較的堅調に推移しました。産業機械部品につきましては、国内において復興

需要を背景に需要が拡大し、新興国市場においても堅調に推移いたしました。 

この様な環境の下、当第２四半期連結累計期間の売上高は111億71百万円（前年同期比21.7%増加）、

営業利益は５億13百万円（前年同期は営業損失１億19百万円）、経常利益は６億77百万円（前年同期比

495.6%増加）、四半期純利益は４億43百万円（前年同期比1.2%増加）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、価格改定などコストアップ要因がありましたものの、国内の自動車

生産量が前年同期を上回り、また、産業機械部品が堅調に推移いたしました結果、当社グループで

は、売上高は108億74百万円（前年同期比22.3%増加）、セグメント利益（営業利益）は９億57百万円

（前年同期比235.8%増加）となりました。 

当セグメントにおきましては、家具市場は回復基調になく、新商品開発や一部生産の海外移管等に

よるコストダウンにより、当社グループでは、売上高は２億97百万円（前年同期比3.7%増加）、セグ

メント利益（営業利益）は８百万円（前年同期比522.3%増加）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間の総資産は205億８百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億37百万円

増加いたしました。主な要因は、受取手形及び売掛金の減少などにより流動資産が７億69百万円減少

し、その他（建設仮勘定など）の増加などにより固定資産が９億７百万円増加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２億67百万円減少し、76億54百万円となりました。主な要因

は、未払法人税等が増加しましたが支払手形及び買掛金の減少などにより流動負債が60百万円減少し、

長期借入金及びその他（繰延税金負債など）の減少などにより固定負債が２億７百万円減少したことに

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４億５百万円増加し、128億54百万円となりました。主な要

因は、利益剰余金の増加などによるものであります。 

  

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年11月２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。 

  

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

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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（建物を除く）については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法

に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益はそれぞれ5,579千円増加しております。 

  

２．サマリー情報(注記事項)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25年3月期 第2四半期決算短信

- 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24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,433,908 2,737,873

受取手形及び売掛金 4,611,575 3,881,295

電子記録債権 385,005 357,923

有価証券 32,577 482,744

商品及び製品 639,660 623,892

仕掛品 371,257 394,248

原材料及び貯蔵品 411,866 426,509

その他 275,111 434,463

貸倒引当金 △52,528 －

流動資産合計 10,108,434 9,338,950

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,311,584 1,343,160

機械装置及び運搬具（純額） 3,640,064 3,508,886

工具、器具及び備品（純額） 325,972 368,214

その他（純額） 1,929,215 2,984,732

有形固定資産合計 7,206,836 8,204,993

無形固定資産

その他 44,855 53,429

無形固定資産合計 44,855 53,429

投資その他の資産

その他 3,013,947 2,963,015

貸倒引当金 △3,200 △51,631

投資その他の資産合計 3,010,747 2,911,383

固定資産合計 10,262,439 11,169,806

資産合計 20,370,874 20,508,757

中央可鍛工業㈱(5607) 平成25年3月期 第2四半期決算短信

- 4 -



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,858,656 3,633,578

短期借入金 85,470 88,480

1年内返済予定の長期借入金 185,318 203,840

未払法人税等 90,008 226,964

賞与引当金 241,964 251,044

その他 780,317 777,393

流動負債合計 5,241,734 5,181,300

固定負債

長期借入金 1,893,230 1,786,280

退職給付引当金 61,498 60,998

役員退職慰労引当金 170,015 162,578

環境対策引当金 87,602 73,759

その他 468,422 389,584

固定負債合計 2,680,768 2,473,202

負債合計 7,922,502 7,654,502

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 10,476,971 10,862,714

自己株式 △282,571 △282,571

株主資本合計 11,804,791 12,190,534

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 403,263 279,305

為替換算調整勘定 △162,122 △21,038

その他の包括利益累計額合計 241,141 258,267

少数株主持分 402,438 405,452

純資産合計 12,448,372 12,854,254

負債純資産合計 20,370,874 20,508,757
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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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 9,174,664 11,171,332

売上原価 8,430,815 9,713,089

売上総利益 743,849 1,458,243

販売費及び一般管理費 863,514 944,590

営業利益又は営業損失（△） △119,665 513,653

営業外収益

受取利息 1,177 737

受取配当金 13,189 13,515

持分法による投資利益 176,237 131,279

その他 78,848 56,312

営業外収益合計 269,452 201,844

営業外費用

支払利息 7,262 5,481

為替差損 16,251 24,404

その他 12,613 8,545

営業外費用合計 36,127 38,431

経常利益 113,659 677,066

特別利益

固定資産売却益 1,172 －

負ののれん発生益 12,830 －

特別利益合計 14,003 －

特別損失

固定資産除却損 5,058 11,583

投資有価証券評価損 3,292 －

特別損失合計 8,350 11,583

税金等調整前四半期純利益 119,312 665,482

法人税、住民税及び事業税 7,933 218,244

法人税等調整額 △327,322 △3,242

法人税等合計 △319,388 215,001

少数株主損益調整前四半期純利益 438,700 450,480

少数株主利益 172 6,541

四半期純利益 438,528 443,939
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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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 438,700 450,480

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △72,787 △124,410

為替換算調整勘定 46,764 97,042

持分法適用会社に対する持分相当額 13,584 44,041

その他の包括利益合計 △12,438 16,673

四半期包括利益 426,262 467,154

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 426,475 461,065

少数株主に係る四半期包括利益 △212 6,089
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当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第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) 

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△406,072千円は、各報告セグメントに配賦していない全社費用であります。

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損失と調整を行っております。 

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30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△452,139千円は、各報告セグメントに配賦していない全社費用であります。

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。 

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、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（建物を除く）につい

ては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改

正後の法人税法に基づく方法に変更しております。 

当該変更により、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の「可鍛事業」のセグメント利益が

5,572千円増加し、「金属家具事業」のセグメント利益が6千円増加しております。 

  

（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 8,888,147 286,517 9,174,664 ― 9,174,664

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 8,888,147 286,517 9,174,664 ― 9,174,664

セグメント利益 285,049 1,357 286,407 △406,072 △119,665

(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 10,874,183 297,149 11,171,332 ― 11,171,332

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 10,874,183 297,149 11,171,332 ― 11,171,332

セグメント利益 957,345 8,447 965,793 △452,139 513,653
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当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

（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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