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

25年3月期第3四半期 16,078 8.3 526 379.8 755 81.2 474 △28.9

24年3月期第3四半期 14,843 1.3 109 △80.7 416 △44.2 666 △20.0

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 533百万円 （△0.1％） 24年3月期第3四半期 534百万円 （△12.7％）

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3四半期 32.58 ―

24年3月期第3四半期 45.42 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 19,900 12,862 62.5
24年3月期 20,370 12,448 59.1

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  12,446百万円 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3Q 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3Q 850,863 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3Q 14,549,180 株 24年3月期3Q 14,677,729 株
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当第３四半期連結累計期間における世界経済は、欧州では債務問題による景気低迷が続き、中国でも

成長鈍化による陰りが見えましたが、アセアン、米国に牽引され、穏やかな成長が持続しました。日本

においては、東日本大震災による復興需要はあるものの、電力安定供給への懸念や、円高の長期化、日

中間の領土問題の影響で厳しい経済状況が続きました。 

当社グループの主要取引先であります自動車業界は、新興国や米国での販売が好調に推移したほか、

国内では「エコカー補助金」効果で前年同期比でプラスに推移いたしました。 

この様な状況下で、当社グループは、原価低減努力や生産性向上により、当第３四半期連結累計期間

の売上高は160億78百万円（前年同期比8.3%増加）、営業利益は５億26百万円（前年同期比379.8%増

加）、経常利益は７億55百万円（前年同期比81.2%増加）、四半期純利益は４億74百万円（前年同期比

28.9%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、国内市場での「エコカー補助金」効果により生産量は好調に推移

し、建設機械需要は幾分低迷しましたが、当社グループでは、売上高は156億37百万円（前年同期比

8.3%増加）、セグメント利益（営業利益）は12億７百万円（前年同期比66.8%増加）となりました。 

当セグメントにおきましては、国内家具市場で販売活動を積極的に展開した結果、当社グループで

は、売上高は４億41百万円（前年同期比6.0%増加）、セグメント利益（営業利益）は９百万円（前年

同期比157.6%増加）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間の総資産は199億円となり、前連結会計年度末に比べ４億70百万円減少い

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15億45百万円減少し、その

他（建設仮勘定など）の増加などにより固定資産が10億74百万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８億84百万円減少し、70億38百万円となりました。主な要因

は、支払手形及び買掛金の減少などにより流動負債が６億54百万円減少し、長期借入金の減少などによ

り固定負債が２億29百万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４億14百万円増加し、128億62百万円となりました。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３四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11,707千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
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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３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,433,908 2,493,025

受取手形及び売掛金 4,611,575 3,486,255

電子記録債権 385,005 330,818

有価証券 32,577 482,828

商品及び製品 639,660 630,927

仕掛品 371,257 355,192

原材料及び貯蔵品 411,866 430,215

その他 275,111 354,037

貸倒引当金 △52,528 －

流動資産合計 10,108,434 8,563,301

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,311,584 1,318,387

機械装置及び運搬具（純額） 3,640,064 3,348,147

工具、器具及び備品（純額） 325,972 355,491

その他（純額） 1,929,215 3,181,545

有形固定資産合計 7,206,836 8,203,572

無形固定資産

その他 44,855 50,774

無形固定資産合計 44,855 50,774

投資その他の資産

その他 3,013,947 3,140,318

貸倒引当金 △3,200 △57,235

投資その他の資産合計 3,010,747 3,083,082

固定資産合計 10,262,439 11,337,429

資産合計 20,370,874 19,900,731

中央可鍛工業㈱(5607) 平成25年3月期 第3四半期決算短信

- 4 -



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,858,656 3,266,600

短期借入金 85,470 86,170

1年内返済予定の長期借入金 185,318 203,510

未払法人税等 90,008 136,337

賞与引当金 241,964 60,561

その他 780,317 833,801

流動負債合計 5,241,734 4,586,981

固定負債

長期借入金 1,893,230 1,737,820

退職給付引当金 61,498 62,256

役員退職慰労引当金 170,015 167,196

環境対策引当金 87,602 38,383

その他 468,422 445,627

固定負債合計 2,680,768 2,451,284

負債合計 7,922,502 7,038,265

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 10,834,616

自己株式 △282,571 △282,591

株主資本合計 11,804,791 12,162,416

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 403,263 404,982

為替換算調整勘定 △162,122 △120,670

その他の包括利益累計額合計 241,141 284,312

少数株主持分 402,438 415,737

純資産合計 12,448,372 12,862,466

負債純資産合計 20,370,874 19,900,731
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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23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 14,843,798 16,078,875

売上原価 13,422,239 14,131,972

売上総利益 1,421,558 1,946,903

販売費及び一般管理費 1,311,741 1,419,943

営業利益 109,817 526,959

営業外収益

受取利息 1,659 1,091

受取配当金 19,439 21,047

持分法による投資利益 227,184 173,660

その他 101,926 94,825

営業外収益合計 350,210 290,624

営業外費用

支払利息 11,434 6,911

為替差損 19,048 49,659

その他 12,659 5,411

営業外費用合計 43,142 61,982

経常利益 416,884 755,601

特別利益

固定資産売却益 1,138 －

負ののれん発生益 12,830 －

特別利益合計 13,969 －

特別損失

固定資産売却損 － 209

固定資産除却損 16,862 22,278

その他 3,600 4,100

特別損失合計 20,463 26,588

税金等調整前四半期純利益 410,390 729,013

法人税、住民税及び事業税 20,141 171,115

法人税等調整額 △279,520 67,487

法人税等合計 △259,379 238,603

少数株主損益調整前四半期純利益 669,770 490,410

少数株主利益 3,027 16,371

四半期純利益 666,742 474,038
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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23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 669,770 490,410

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △86,790 1,721

為替換算調整勘定 △27,339 30,847

持分法適用会社に対する持分相当額 △21,338 10,604

その他の包括利益合計 △135,468 43,173

四半期包括利益 534,301 533,583

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 531,564 517,209

少数株主に係る四半期包括利益 2,737 16,374
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当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24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。 

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24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△690,692千円は、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３四半期連結累計期間の「可鍛事業」のセグメント利益が

11,695千円増加し、「金属家具事業」のセグメント利益が12千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 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

(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 15,637,755 441,119 16,078,875 ― 16,078,875

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 15,637,755 441,119 16,078,875 ― 16,078,875

セグメント利益 1,207,725 9,926 1,217,652 △690,692 526,959
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当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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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