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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 5,435 △5.4 66 △75.3 269 △26.3 206 △7.3

25年3月期第1四半期 5,746 55.3 270 ― 365 ― 222 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 674百万円 （50.3％） 25年3月期第1四半期 448百万円 （929.4％）

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 14.18 ―

25年3月期第1四半期 15.29 ―

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 22,491 14,271 61.5
25年3月期 21,503 13,658 61.5

（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  13,841百万円 25年3月期  13,229百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00

26年3月期 ―

26年3月期（予想） 4.00 ― 4.00 8.00

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  
 

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) 10,500 △6.0 190 △63.0 470 △30.5 330 △25.6 22.68
通期 21,300 △0.7 400 △34.0 910 △13.0 660 △3.4 45.36



(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、四半期連結財務諸
表に対する四半期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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件及び
業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料３ページ「１． 当四半期決算に関する定性的情報  （３） 連結業績予想などの将来予測情
報に関する説明」をご覧下さい。 

※  注記事項

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 15,400,000 株 25年3月期 15,400,000 株

② 期末自己株式数 26年3月期1Q 850,829 株 25年3月期 850,863 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 14,549,154 株 25年3月期1Q 14,549,198 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府主導のデフレ脱却・経済成長促進のための諸

政策への期待から円安・株高が進行し、比較的好況感の中で推移いたしました。しかし、個人消費を中

心とした実体経済まではその効果が波及しておらず、まだまだ回復途上の状況が続いております。世界

経済におきましては、欧州経済は依然として低迷し、中国を中心とする新興国経済につきましては、減

速傾向が強くなりました。 

当社グループの主要取引先であります自動車業界は、国内ではエコカー補助金制度終了による反動減

のため販売台数が伸びず、また、海外におきましては、堅調な米国市場に対して低調な新興国市場、と

いう状況で推移いたしました。産業機械部品につきましては、低調に推移いたしました。 

この様な環境の下、当第１四半期連結累計期間における当社グループの売上高は54億35百万円（前年

同期比5.4%減少）、営業利益は66百万円（前年同期比75.3%減少）、経常利益は２億69百万円（前年同

期比26.3%減少）、四半期純利益は２億６百万円（前年同期比7.3%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、国内の自動車販売量がエコカー補助金制度終了の影響もあり低迷

し、産業機械部品が低調に推移いたしました結果、当社グループでは、売上高は52億59百万円（前年

同期比5.8%減少）、セグメント利益（営業利益）は２億92百万円（前年同期比40.0%減少）となりま

した。 

当セグメントにおきましては、新商品の開発や販売促進活動に努めてまいりましたが、為替が減益

要因となり、当社グループでは、売上高は１億75百万円（前年同期比11.0%増加）、セグメント損失

（営業損失）は３百万円（前年同期はセグメント利益４百万円）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間の総資産は224億円91百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億88百万

円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金、受取手形及び売掛金の増加などにより流動資産が２

億89百万円増加したこと、またその他（建設仮勘定など）が減少しましたが機械装置及び運搬具の増加

などにより固定資産が６億99百万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３億75百万円増加し、82億20百万円となりました。主な要因

は、その他（未払費用など）の増加などにより流動負債が４億50百万円増加し、長期借入金の減少など

により固定負債が74百万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６億12百万円増加し、142億71百万円となりました。主な要

因は、利益剰余金及び為替換算調整勘定の増加などによるものであります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

①  可鍛事業

②  金属家具事業

（２）財政状態に関する説明
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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10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。 

  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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 2,670,827 2,870,001

受取手形及び売掛金 3,810,146 3,870,336

電子記録債権 344,594 347,543

有価証券 482,774 482,807

商品及び製品 633,686 566,092

仕掛品 368,591 422,737

原材料及び貯蔵品 478,630 466,869

その他 485,090 537,499

流動資産合計 9,274,341 9,563,889

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,808,764 1,910,611

機械装置及び運搬具（純額） 3,385,990 5,267,608

工具、器具及び備品（純額） 319,510 350,816

その他（純額） 3,283,365 1,628,809

有形固定資産合計 8,797,631 9,157,846

無形固定資産

その他 55,069 51,697

無形固定資産合計 55,069 51,697

投資その他の資産

その他 3,438,006 3,783,105

貸倒引当金 △61,897 △64,731

投資その他の資産合計 3,376,108 3,718,374

固定資産合計 12,228,809 12,927,918

資産合計 21,503,150 22,491,807
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,360,603 3,660,259

短期借入金 96,530 105,140

1年内返済予定の長期借入金 204,990 243,705

未払法人税等 296,577 114,080

賞与引当金 242,900 65,043

その他 1,170,742 1,634,212

流動負債合計 5,372,343 5,822,442

固定負債

長期借入金 1,692,980 1,595,135

退職給付引当金 64,545 67,984

役員退職慰労引当金 171,870 140,225

環境対策引当金 38,383 55,959

その他 504,653 538,748

固定負債合計 2,472,433 2,398,052

負債合計 7,844,777 8,220,495

純資産の部

株主資本

資本金 1,036,000 1,036,000

資本剰余金 574,391 574,392

利益剰余金 11,044,284 11,192,400

自己株式 △282,591 △282,580

株主資本合計 12,372,084 12,520,212

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 531,096 628,627

為替換算調整勘定 326,574 692,470

その他の包括利益累計額合計 857,670 1,321,098

少数株主持分 428,618 430,001

純資産合計 13,658,373 14,271,312

負債純資産合計 21,503,150 22,491,807
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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 5,746,983 5,435,006

売上原価 4,996,812 4,869,938

売上総利益 750,170 565,068

販売費及び一般管理費 479,617 498,364

営業利益 270,553 66,703

営業外収益

受取利息 382 5,226

受取配当金 11,529 15,326

持分法による投資利益 80,304 42,431

為替差益 － 108,811

その他 29,435 36,719

営業外収益合計 121,652 208,515

営業外費用

支払利息 2,438 5,639

為替差損 18,811 －

その他 5,151 250

営業外費用合計 26,401 5,889

経常利益 365,803 269,329

特別利益

固定資産売却益 － 129

特別利益合計 － 129

特別損失

固定資産除却損 9,930 442

特別損失合計 9,930 442

税金等調整前四半期純利益 355,873 269,016

法人税、住民税及び事業税 196,182 118,980

法人税等調整額 △65,049 △60,329

法人税等合計 131,133 58,651

少数株主損益調整前四半期純利益 224,740 210,365

少数株主利益 2,170 4,053

四半期純利益 222,569 206,312
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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：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 224,740 210,365

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △67,992 97,937

為替換算調整勘定 192,988 230,945

持分法適用会社に対する持分相当額 98,757 134,951

その他の包括利益合計 223,753 463,833

四半期包括利益 448,494 674,199

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 446,645 669,740

少数株主に係る四半期包括利益 1,848 4,458
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 該当事項はありません。 

  

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） 

 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 セグメント利益の調整額△221,966千円は、各報告セグメントに配賦していない全社費用です。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 セグメント利益又は損失(△)の調整額△222,452千円は、各報告セグメントに配賦していない全社費用で

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。 

  

（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：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 5,589,184 157,798 5,746,983 ― 5,746,983

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 5,589,184 157,798 5,746,983 ― 5,746,983

セグメント利益 488,380 4,139 492,519 △221,966 270,553

(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 5,259,822 175,184 5,435,006 ― 5,435,006

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 5,259,822 175,184 5,435,006 ― 5,435,006

セグメント利益又は損失(△) 292,982 △3,827 289,155 △222,452 66,703

中央可鍛工業㈱(5607) 平成26年3月期 第1四半期決算短信
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