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

26年3月期第1四半期 5,253 △16.5 △507 ― △443 ― △415 ―
25年3月期第1四半期 6,293 7.6 △32 ― 9 △48.3 △16 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △154百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 154百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 △20.95 ―
25年3月期第1四半期 △0.85 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 31,190 14,805 41.8
25年3月期 29,859 15,036 44.4
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  13,037百万円 25年3月期  13,263百万円

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 ― 3.75 ― 3.75 7.50
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 3.75 ― 3.75 7.50

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、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) 12,000 △1.0 20 ― 10 ― △40 ― △2.02
通期 26,000 0.1 700 ― 650 106.3 500 93.8 25.24



(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 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監
査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 
 上記の予想は、現時点で入手可能情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後のさまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 

※  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1Q 20,000,000 株 25年3月期 20,000,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 186,609 株 25年3月期 186,609 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 19,813,391 株 25年3月期1Q 19,813,391 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におきましては、我が国経済は円安の効果により輸出が持ち直し、政府・日本銀行の
各種政策の効果が発現するなかで、企業収益の改善が家計所得や投資の増加につながり、景気回復へ向かうことが
期待されております。ただし、中国や他の新興国の海外景気の下振れが、引き続き我が国の景気を下押しするリス
クとなっております。 

このような状況の中、当社グループにおきましても厳しい経営環境が続いております。  
当社グループの第１四半期連結累計期間の業績は、売上高5,253百万円（対前年同期比△16.5％）、経常損失443

百万円（前年同期は利益９百万円）、四半期純損失415百万円（前年同期は損失16百万円）となりました。 
 セグメントの状況 
［素形材事業］ 

自動車部品産業向けの受注は回復したものの、自動車部品以外の受注が依然として低迷しているため、当
事業の売上高は2,258百万円（対前年同期比△13.0％）となりました。 

［土木建築機材事業］ 
橋梁関連の受注競争の激化と新規物件の減少により、当事業の売上高は2,039百万円（対前年同期比

△13.9％）となりました。 
［産業機械事業］ 

射出成型機・建機向けシリンダーの販売が低迷したため、当事業の売上高は840百万円（対前年同期比
△30.5％）となりました。 

［不動産賃貸事業］ 
当事業の売上高は114百万円（対前年同期比△3.9％）になりました。   

    

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 連結業績予想については変更ありません。なお、連結業績予想を見直す必要が生じた場合には、速やかに開示す

る予定であります。 

   

   

該当事項はありません。   

   

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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,599,146 4,079,379

受取手形及び売掛金 7,497,819 8,364,568

たな卸資産 3,436,778 3,700,385

未収入金 240,952 147,304

繰延税金資産 45,208 72,685

その他 783,044 1,272,862

貸倒引当金 △27,074 △29,442

流動資産合計 16,575,875 17,607,742

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,602,020 3,654,662

機械装置及び運搬具（純額） 1,976,834 2,272,502

工具、器具及び備品（純額） 213,568 218,964

土地 4,109,782 4,109,782

建設仮勘定 576,171 326,692

有形固定資産合計 10,478,377 10,582,605

無形固定資産 268,657 310,838

投資その他の資産   

投資有価証券 2,164,367 2,315,890

長期貸付金 490 475

繰延税金資産 84,292 64,210

破産更生債権等 72,857 70,594

その他 290,709 312,659

貸倒引当金 △76,147 △74,644

投資その他の資産合計 2,536,569 2,689,185

固定資産合計 13,283,604 13,582,630

資産合計 29,859,480 31,190,372

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,337,471 2,910,860

短期借入金 1,440,000 4,040,000

1年内償還予定の社債 72,400 72,400

1年内返済予定の長期借入金 2,999,756 2,837,836

未払法人税等 142,758 3,738

未払消費税等 87,866 29,979

未払費用 338,047 388,649

繰延税金負債 55,281 55,527

賞与引当金 218,166 334,575

その他 630,023 711,032

流動負債合計 9,321,771 11,384,599

固定負債   

長期借入金 3,101,074 2,472,025

リース債務 535,325 715,254
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

繰延税金負債 196,466 237,476

退職給付引当金 677,168 656,394

役員退職慰労引当金 334,827 275,872

その他 656,338 643,657

固定負債合計 5,501,200 5,000,681

負債合計 14,822,971 16,385,281

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 688,042 688,042

利益剰余金 11,569,370 11,079,973

自己株式 △40,204 △40,204

株主資本合計 12,717,209 12,227,812

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 494,908 577,129

為替換算調整勘定 51,125 232,312

その他の包括利益累計額合計 546,033 809,442

少数株主持分 1,773,265 1,767,837

純資産合計 15,036,508 14,805,091

負債純資産合計 29,859,480 31,190,372
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 6,293,437 5,253,133

売上原価 5,201,004 4,624,363

売上総利益 1,092,432 628,770

販売費及び一般管理費 1,125,005 1,136,663

営業損失（△） △32,572 △507,892

営業外収益   

受取利息 3,374 4,440

受取配当金 16,764 16,848

受取賃貸料 4,215 4,122

為替差益 24,508 49,752

助成金収入 1,120 1,752

その他 18,464 13,776

営業外収益合計 68,447 90,692

営業外費用   

支払利息 20,650 23,300

その他 6,193 2,658

営業外費用合計 26,844 25,959

経常利益又は経常損失（△） 9,030 △443,160

特別利益   

固定資産売却益 43 225

投資有価証券売却益 － 249

特別利益合計 43 475

特別損失   

固定資産処分損 640 702

設備移設費用 － 7,984

その他 － 1,730

特別損失合計 640 10,416

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

8,433 △453,101

法人税、住民税及び事業税 5,414 3,618

法人税等調整額 △4,613 △10,309

法人税等合計 800 △6,691

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

7,633 △446,410

少数株主利益又は少数株主損失（△） 24,468 △31,313

四半期純損失（△） △16,835 △415,096

株式会社川金ホールディングス（5614）　平成26年３月期　第１四半期決算短信

- 5 -



（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

7,633 △446,410

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △51,094 81,128

為替換算調整勘定 197,789 210,455

その他の包括利益合計 146,695 291,583

四半期包括利益 154,328 △154,826

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 85,037 △151,688

少数株主に係る四半期包括利益 69,291 △3,138
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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）
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