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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） 

（注）1株当たり四半期純利益については、平成25年8月1日付で実施した普通株式10株を1株とする株式併合を考慮した額を記載しております。 
また、前期第1四半期の1株当たり四半期純利益についても、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して算定しております。 

(2) 連結財政状態 

（注）1株当たり純資産については、平成25年8月1日付で実施した普通株式10株を1株とする株式併合を考慮した額を記載しております。 
また、前期末の1株当たり純資産についても、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して算定しております。  

(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 4,667 △15.9 27 △86.2 64 △68.9 82 △10.6
25年3月期第1四半期 5,548 15.3 197 379.6 207 195.3 91 66.8

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 174百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △119百万円 （―％）

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 6.56 ―
25年3月期第1四半期 7.34 ―

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1四半期 25,779 14,030 54.0 1,111.12
25年3月期 26,729 14,113 52.4 1,117.16
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  13,923百万円 25年3月期  13,998百万円

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  
（注）平成26年3月期（予想）期末の配当金につきましては、平成25年8月1日付で実施した普通株式10株を1株とする株式併合を考慮した額を記載しております。
なお、当該株式併合を考慮しない場合の期末配当は、2円00銭となります。 

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 ― 0.00 ― 2.00 2.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 20.00 20.00

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、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  
（注）平成26年3月期の連結業績予想における1株当たり当期純利益につきましては、平成25年8月1日付で実施した普通株式10株を1株とする株式併合を考慮
した額を記載しております。 
なお、当該株式併合を考慮しない場合の1株当たり当期純利益は、第2四半期（累計）において2円23銭、通期において6円22銭となります。 

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) 10,400 △12.4 310 △42.7 310 △38.3 280 △8.9 22.34
通期 21,600 △9.5 870 △36.6 870 △36.3 780 △37.6 62.25



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料2ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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） 

（注）期末発行済株式数（自己株式を含む）、期末自己株式数及び期中平均株式数（四半期累計）については、平成25年8月1日付で実施した普通株式10株
を1株とする株式併合を考慮した数を記載しております。 
また、前期の期末発行済株式数（自己株式を含む）、前期の期末自己株式数及び前期第1四半期の期中平均株式数（四半期累計）についても、前連結会計
年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して算定しております。 

※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 
１．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。 
２．平成25年8月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施しております。 
  なお、株式併合と同日付で単元株式数の1,000株から100株への変更を併せて実施しております。 

※  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 12,548,134 株 25年3月期 12,548,134 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 17,292 株 25年3月期 17,287 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 12,530,844 株 25年3月期1Q 12,531,252 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）経営成績に関する説明 ・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
（2）財政状態に関する説明 ・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 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）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
（継続企業の前提に関する注記） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
（セグメント情報等） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

豊和工業㈱　（6203）　平成26年3月期　第1四半期決算短信

1



（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けるわが国経済は、円安や株価の上昇などにより、緩やかな回復基調となりまし

たが、欧州債務問題や新興国の成長鈍化などにより、先行き不透明な状況で推移いたしました。  

 このような状況の下で、当社グループは、積極的な受注活動の展開、収益性の向上を目指した改善活動、効率的

な生産体制の構築を進めてまいりましたが、当第１四半期の連結売上高は、工作機械、建機などが減少したことに

より、前年同四半期に比べ15.9％減の4,667百万円となりました。利益については減収に伴う利益減などにより、

営業利益は27百万円（前年同四半期比86.2％減）、経常利益は64百万円（前年同四半期比68.9％減）、四半期純利

益は82百万円（前年同四半期比10.6％減）となりました。 

    

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期末の総資産は、257億79百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億49百万円減少しました。これ

は、主として受取手形及び売掛金の減少22億71百万円と仕掛品の増加5億53百万円、現金及び預金の増加4億31百万

円によるものであります。  

 負債合計は、117億48百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億67百万円減少しました。これは、主として支払

手形及び買掛金の減少6億9百万円、賞与引当金の減少2億47百万円によるものであります。  

 純資産合計は、140億30百万円となり、前連結会計年度末に比べ82百万円減少しました。これは、主として利益

剰余金の減少1億68百万円とその他有価証券評価差額金の増加92百万円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月期の第2四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、現時点では平成25年5月14日に公

表いたしました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 

（税金費用の計算）  

 税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税

率を使用する方法によっております。 

    なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

   

   

（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。 

   

   

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：百万円）

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 2,802 3,234

受取手形及び売掛金 10,033 7,761

有価証券 200 400

商品及び製品 257 251

仕掛品 3,207 3,760

原材料及び貯蔵品 258 259

繰延税金資産 41 39

その他 485 204

貸倒引当金 △12 △10

流動資産合計 17,274 15,902

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,457 2,416

その他（純額） 1,756 2,067

有形固定資産合計 4,213 4,484

無形固定資産 23 23

投資その他の資産   

投資有価証券 4,159 4,314

その他 1,149 1,147

貸倒引当金 △92 △92

投資その他の資産合計 5,216 5,369

固定資産合計 9,454 9,876

資産合計 26,729 25,779

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,806 3,197

短期借入金 901 783

1年内償還予定の社債 345 295

未払金 156 260

未払費用 861 1,219

未払法人税等 53 12

未払消費税等 76 11

賞与引当金 448 200

役員賞与引当金 7 －

工事損失引当金 － 0

固定資産撤去損失引当金 52 52

その他 201 194

流動負債合計 6,909 6,227
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（単位：百万円）

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) 

固定負債   

社債 577 537

長期借入金 263 187

繰延税金負債 594 630

退職給付引当金 3,545 3,480

環境安全対策引当金 124 124

資産除去債務 78 79

その他 522 483

固定負債合計 5,706 5,521

負債合計 12,615 11,748

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,019 9,019

利益剰余金 3,884 3,716

自己株式 △17 △17

株主資本合計 12,887 12,718

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,111 1,204

繰延ヘッジ損益 △0 －

その他の包括利益累計額合計 1,111 1,204

少数株主持分 114 107

純資産合計 14,113 14,030

負債純資産合計 26,729 25,779
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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：百万円）

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 5,548 4,667

売上原価 4,622 3,861

売上総利益 926 806

販売費及び一般管理費 728 778

営業利益 197 27

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 57 53

雑収入 15 19

営業外収益合計 73 72

営業外費用   

支払利息 12 6

遊休資産維持管理費用 13 11

雑損失 37 17

営業外費用合計 63 35

経常利益 207 64

特別利益   

固定資産売却益 0 2

その他 0 0

特別利益合計 0 3

特別損失   

製品安全対策費用 28 －

投資有価証券評価損 3 －

減損損失 64 －

その他 0 0

特別損失合計 96 0

税金等調整前四半期純利益 111 67

法人税等 20 △14

少数株主損益調整前四半期純利益 91 81

少数株主損失（△） △0 △0

四半期純利益 91 82
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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：百万円）

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 91 81

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △210 92

繰延ヘッジ損益 0 0

その他の包括利益合計 △210 92

四半期包括利益 △119 174

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △118 174

少数株主に係る四半期包括利益 △0 △0
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 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） 

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．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、連結子会社中日運送㈱等を含

んでおります。 

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去 百万円であります。 

３．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。  

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

  該当事項はありません。 

  

Ⅱ 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） 

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．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、連結子会社中日運送㈱等を含

んでおります。 

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去 百万円であります。 

３．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。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

  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）

（セグメント情報等）

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注）１

合 計 
調整額 
（注）２ 

四半期連
結損益計
算書 
計上額 
（注）３

工作機械
関連 

火 器 建 機 建 材 
不動産
賃貸 

国内販売
子会社 

計 

売上高                       

外部顧客への

売上高 
 2,895  1,087  471  254  85  549  5,344  204  5,548  －  5,548

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 71  0  1  －  3  82  158  153  312  △312  －

計  2,966  1,087  472  254  88  631  5,502  358  5,861  △312  5,548

セグメント利益

又は損失（△） 
 160  32  49  △116  71  19  216  △3  213  △15  197

△15

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注）１

合 計 
調整額 
（注）２ 

四半期連
結損益計
算書 
計上額 
（注）３

工作機械
関連 

火 器 建 機 建 材 
不動産
賃貸 

国内販売
子会社 

計 

売上高                       

外部顧客への

売上高 
 1,755  1,354  391  268  85  597  4,453  213  4,667  －  4,667

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 101  0  1  －  2  43  150  134  285  △285  －

計  1,857  1,355  393  268  88  641  4,603  348  4,952  △285  4,667

セグメント利益

又は損失（△） 
 △57  77  35  △77  68  10  57  △14  42  △15  27

△15
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