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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 3,695 △6.9 280 △9.9 305 △6.9 241 1.5
25年3月期第2四半期 3,970 △3.2 311 △41.8 328 △41.8 238 △52.2

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 400百万円 （102.4％） 25年3月期第2四半期 197百万円 （△45.5％）

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

26年3月期第2四半期 20.17 ―
25年3月期第2四半期 19.88 ―

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

26年3月期第2四半期 12,541 8,063 63.6 665.66
25年3月期 12,699 7,810 60.9 645.39
（参考） 自己資本 26年3月期第2四半期 7,976百万円 25年3月期 7,733百万円

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

25年3月期 ― ― ― 12.00 12.00
26年3月期 ― 6.00
26年3月期（予想） ― 6.00 12.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 8,200 5.1 630 7.7 640 △0.0 470 △7.0 39.22



(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
連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。

※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、その達
成を当社として約束するものではありません。また、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「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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 ： 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） 26年3月期2Q 12,387,178 株 25年3月期 12,387,178 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 404,536 株 25年3月期 404,082 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 11,982,717 株 25年3月期2Q 11,983,699 株
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（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、大幅な金融緩和をはじめとする各種政策への期待感より、円

高の是正や株価の上昇など景気好転の明るい兆しが見られたものの、消費税引き上げに対する不安感や海外景気の

下振れ懸念などを背景に、先行きは依然として不透明な中で推移しました。

このような情勢下、当社グループにおきましては、「更なる『新たな価値の創造と顧客の開拓』」を基本方針に

掲げ、経営戦略の実現に向け、重点施策をやり抜くためのＰＤＣＡサイクルを徹底するとともに、日々の業務にお

ける継続的な改善を実行し、収益基盤の強化・拡充に努めております。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は36億95百万円（前年同期比6.9％減）、営業利益は２億80

百万円（前年同期比9.9％減）、経常利益は３億５百万円（前年同期比6.9％減）、四半期純利益につきましては２

億41百万円（前年同期比1.5％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

開により、既存顧客の深耕並びに新規顧客の開拓を推進するとともに、新たな展開に向けた新技術、新製品の開

発に注力いたしました。2013年８月には歯科用インプラント手術向けのトルク測定機器「newton-1」を発売、医

療分野への本格展開の第一歩を踏み出しました。

また、生産面におきましては、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、自動車整備市場や一般産業市場向けの売上は概ね前年同期並みに推移しましたが、直販部門に

おける複数の案件が受注には至らず、当第２四半期連結累計期間の売上高は31億60百万円（前年同期比6.2％

減）、セグメント利益は２億35百万円（前年同期比5.4％減）となりました。

[DIY事業]

当事業部門では、地域における提案型店舗として魅力ある売り場づくりを展開するとともに、各種経費の削減

に努めてまいりましたが、価格競争激化による客単価の減少などにより、当第２四半期連結累計期間の売上高は

４億64百万円（前年同期比11.7％減）、セグメント利益は５百万円（前年同期比62.0％減）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、所有不動産の整備、運営管理を行いました。当第２四

半期連結累計期間におきましては、一部テナントにおける家賃収入が減少したことなどにより、売上高は69百万

円（前年同期比7.8％減）、セグメント利益は39百万円（前年同期比18.3％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、125億41百万円となり、前連結会計年度末に対し１億57百万円減少と

なりました。その主な内容は、商品及び製品が１億43百万円、有価証券及び投資有価証券が１億１百万円増加した

一方、受取手形及び売掛金が３億51百万円減少したことなどによるものであります。

負債合計は、44億78百万円となり、前連結会計年度末に対し４億10百万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66百万円、未払金及び未払費用が１億65百万円、賞与引当金が63百万円、長期借入金が58百

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、80億63百万円となり、前連結会計年度末に対し２億53百万円増加となりました。その主な内容

は、利益剰余金が97百万円、その他有価証券評価差額金が１億４百万円増加したことなどによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年５月14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
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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（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25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,199,574 2,183,158

受取手形及び売掛金 2,019,651 1,668,243

有価証券 117,526 96,090

商品及び製品 1,589,584 1,732,697

仕掛品 642,104 684,763

原材料及び貯蔵品 339,240 344,646

その他 118,427 150,726

貸倒引当金 △46,588 △18,547

流動資産合計 6,979,519 6,841,778

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,440,184 1,429,000

機械装置及び運搬具（純額） 621,806 599,323

工具、器具及び備品（純額） 67,564 85,678

土地 1,669,471 1,669,471

その他（純額） 62,070 62,990

有形固定資産合計 3,861,097 3,846,465

無形固定資産 80,567 73,841

投資その他の資産

投資有価証券 1,280,128 1,402,607

その他 499,681 377,178

貸倒引当金 △1,980 △187

投資その他の資産合計 1,777,828 1,779,598

固定資産合計 5,719,494 5,699,905

資産合計 12,699,014 12,541,684
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 458,643 392,001

短期借入金 1,549,998 1,550,001

未払金及び未払費用 627,649 461,992

未払法人税等 58,814 68,002

賞与引当金 146,685 83,388

役員賞与引当金 29,433 －

その他 195,909 202,619

流動負債合計 3,067,134 2,758,006

固定負債

長期借入金 358,168 299,942

退職給付引当金 906,336 893,641

役員退職慰労引当金 24,908 18,315

環境対策引当金 28,600 16,600

担保提供損失引当金 2,835 －

資産除去債務 56,500 56,500

その他 444,369 435,384

固定負債合計 1,821,717 1,720,382

負債合計 4,888,851 4,478,389

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 3,958,310 4,056,257

自己株式 △139,337 △139,488

株主資本合計 7,413,499 7,511,296

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 305,747 410,156

為替換算調整勘定 14,558 54,860

その他の包括利益累計額合計 320,305 465,016

少数株主持分 76,356 86,982

純資産合計 7,810,162 8,063,295

負債純資産合計 12,699,014 12,541,684
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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24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 3,970,113 3,695,168

売上原価 2,547,448 2,347,902

売上総利益 1,422,665 1,347,265

販売費及び一般管理費 1,111,256 1,066,789

営業利益 311,409 280,475

営業外収益

受取配当金 12,603 14,170

担保提供損失引当金戻入額 4,334 2,835

その他 21,305 21,848

営業外収益合計 38,242 38,854

営業外費用

支払利息 11,635 7,891

その他 9,809 6,040

営業外費用合計 21,444 13,931

経常利益 328,207 305,398

特別利益

投資有価証券売却益 － 168

特別利益合計 － 168

特別損失

固定資産除売却損 3,361 566

投資有価証券評価損 66,569 －

投資有価証券償還損 15,441 －

特別損失合計 85,372 566

税金等調整前四半期純利益 242,835 305,000

法人税、住民税及び事業税 7,872 64,056

法人税等調整額 △2,587 △1,450

法人税等合計 5,285 62,605

少数株主損益調整前四半期純利益 237,549 242,395

少数株主利益又は少数株主損失（△） △669 650

四半期純利益 238,219 241,744
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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24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 237,549 242,395

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △45,535 104,409

為替換算調整勘定 5,891 53,735

その他の包括利益合計 △39,644 158,144

四半期包括利益 197,905 400,540

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 197,102 386,455

少数株主に係る四半期包括利益 803 14,084
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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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

京都機械工具(株) (5966) 平成26年３月期第２四半期決算短信

－8－




