
平成26年２月期 第３四半期決算短信［日本基準］（連結） 

１．平成26年２月期第３四半期の連結業績（平成25年３月26日～平成25年12月25日） 

  

  

  

(2）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成26年２月期の連結業績予想（平成25年３月26日～平成26年２月28日） 

  

   ２．平成26年２月期は、11ヶ月３日の変則決算となるため、通期の対前期増減率は記載しておりません。 

  

      平成26年１月31日

上場会社名 ツインバード工業株式会社 上場取引所 東 

コード番号 6897 ＵＲＬ http://www.twinbird.jp/ 

代表者     （役職名） 代表取締役社長 （氏名）野水 重明 

問合せ先責任者 （役職名） 業務管理本部副本部長（氏名）笠原 裕二 ＴＥＬ 0256-92-6111 

四半期報告書提出予定日 平成26年２月７日 配当支払開始予定日 ── 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無  

四半期決算説明会開催の有無    ： 無    

  （百万円未満切捨て）

(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２月期第３四半期  8,945  △3.7  304  △19.9  312  46.7  218  111.3

25年３月期第３四半期  9,287  △18.1  380  △75.1  213  △82.0  103  △85.0

（注）包括利益  26年２月期第３四半期  584百万円（ ％）256.5  25年３月期第３四半期  163百万円 （ ％） △75.4

  
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２月期第３四半期 25 04 ─

25年３月期第３四半期 11 85 ─

  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２月期第３四半期  10,638  6,803  64.0 779  72

25年３月期  9,475  6,262  66.1 717 72

（参考）自己資本 26年２月期第３四半期 6,803百万円   25年３月期 6,262百万円 

  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   ─ 2 50     ─ 2 50 5 00 

26年２月期 ─       2 50 ─     

26年２月期（予想）        2 50 5 00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

  （％表示は、対前期増減率）

  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  12,200  －  450  －  400  －  200  －  22 92

（注）１．直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無  



※  注記事項 

  

(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、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のレビュー手続は終了していません。 

  

※  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、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

る仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項は、２ページ以降をご覧ください。 

  

(1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ：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３ページ「サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。  

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２月期３Ｑ 9,030,000株 25年３月期 9,030,000株

②  期末自己株式数 26年２月期３Ｑ 304,692株 25年３月期 304,157株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年２月期３Ｑ 8,725,790株 25年３月期３Ｑ 8,726,068株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当社グループの当第３四半期連結累計期間における売上高は8,945百万円となり、前年同期比

342百万円の減収となりました。当社の主力分野である家電量販チャネル、及びギフトチャネルに

おける売上高がそれぞれ減収となりました。一方、ＴＶ通販やＷＥＢチャネルは堅調に推移して

おります。商品分野別につきましては、他社との競合激化によりＬＥＤを中心とした照明器具分

野が大きく落ち込んでおります。一方、年末商戦においてスティック型クリーナーを中心とした

クリーナー分野、電子レンジやオーブントースターを始めとする調理家電などの新生活需要商品

群が順調に推移している他、ハンディースチーマーがヒットを続けております。 

営業利益は304百万円となり、前年同期比75百万円の減益となりました。昨今の為替相場におけ

る円安の進行は、海外生産比率の高い当社にとって強い逆風となりますが、為替予約によるヘッ

ジ効果が大きく貢献し、さらに製造原価低減活動の推進、全社的な経費の見直しによる節減等に

より営業利益を確保しております。 

経常利益は312百万円となり、前年同期比99百万円の増益となりました。当第３四半期につきま

しては計画的な為替予約の締結により為替差益は90百万円となり、経常利益の改善に大きく寄与

しております。 

四半期純利益は218百万円となり、前年同期比115百万円の増益となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は10,638百万円となり、前期末比1,162百万円増加しまし

た。主な内訳は、現金及び預金が276百万円の増加、商品及び製品が360百万円の増加、投資その

他の資産に含まれる為替予約が390百万円の増加であります。 

負債は3,834百万円となり、前期末比621百万円増加いたしました。主な内訳は、支払手形及び買

掛金が223百万円の増加、固定負債の長期借入金が455百万円の増加であります。 

純資産は6,803百万円となり、前期末比540百万円増加いたしました。ヘッジ会計を適用している

為替予約に関する繰延ヘッジ損益について、円安の進行に伴い360百万円増加しております。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期における売上高は、新製品を含めた新生活向け商品を中心に消費税増税前の駆け込み需要が

見込まれます。また利益面につきましては引き続き経費削減活動を実施し、さらに中国現地法人

「双鳥電器（深圳）有限公司」の活用を含めた製造原価の低減活動を継続的に実施してまいりま

す。よって前期決算短信発表時（平成25年４月30日発表）に公表しました業績予想より変更あり

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 

（税金費用の計算） 

 税金費用については、当第３四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

率を乗じて計算する方法によっております。 

   

（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。     

   

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25日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月25日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,461,008 1,737,719

受取手形及び売掛金 2,182,189 2,215,092

商品及び製品 1,329,840 1,690,450

仕掛品 79,527 176,554

原材料及び貯蔵品 174,861 200,436

為替予約 889,998 821,478

その他 276,326 333,038

貸倒引当金 △15,927 △14,592

流動資産合計 6,377,825 7,160,177

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,413,751 3,435,282

減価償却累計額 △2,714,447 △2,751,698

建物及び構築物（純額） 699,303 683,584

機械及び装置 645,299 586,018

減価償却累計額 △608,460 △553,883

機械及び装置（純額） 36,838 32,134

金型 1,655,081 1,670,740

減価償却累計額 △1,504,303 △1,552,612

金型（純額） 150,777 118,127

工具、器具及び備品 440,120 454,069

減価償却累計額 △359,162 △373,035

工具、器具及び備品（純額） 80,957 81,033

土地 1,198,294 1,196,154

建設仮勘定 14,478 16,986

その他 700,782 939,180

減価償却累計額 △387,330 △567,929

その他（純額） 313,451 371,251

有形固定資産合計 2,494,102 2,499,272

無形固定資産 122,067 115,483

投資その他の資産   

投資有価証券 338,449 345,363

その他 149,234 522,480

貸倒引当金 △5,924 △4,597

投資その他の資産合計 481,759 863,246

固定資産合計 3,097,928 3,478,002

資産合計 9,475,754 10,638,179
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月25日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月25日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 246,706 470,314

短期借入金 300,000 －

1年内償還予定の社債 110,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 483,034 619,587

リース債務 201,593 267,733

未払法人税等 12,387 91,571

賞与引当金 66,167 16,541

製品補修対策引当金 53,701 57,524

その他 628,432 660,410

流動負債合計 2,102,023 2,283,682

固定負債   

社債 270,000 220,000

長期借入金 429,418 884,962

リース債務 210,653 194,623

退職給付引当金 32,940 88,285

役員退職慰労引当金 147,504 39,884

資産除去債務 20,100 20,100

その他 383 103,375

固定負債合計 1,110,999 1,551,230

負債合計 3,213,023 3,834,913

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,742,400 1,742,400

資本剰余金 1,748,600 1,748,600

利益剰余金 2,359,057 2,533,963

自己株式 △38,170 △38,287

株主資本合計 5,811,887 5,986,676

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 57,642 40,990

繰延ヘッジ損益 381,272 741,793

為替換算調整勘定 11,928 33,807

その他の包括利益累計額合計 450,843 816,590

純資産合計 6,262,731 6,803,266

負債純資産合計 9,475,754 10,638,179
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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24年３月26日 
 至 平成24年12月25日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月26日 
 至 平成25年12月25日) 

売上高 9,287,657 8,945,506

売上原価 6,409,821 6,383,832

売上総利益 2,877,835 2,561,674

販売費及び一般管理費 2,497,482 2,256,902

営業利益 380,353 304,771

営業外収益   

受取利息 523 261

受取配当金 6,664 7,420

為替差益 － 90,881

保険解約返戻金 24,515 －

その他 4,145 3,702

営業外収益合計 35,849 102,266

営業外費用   

支払利息 15,094 12,316

売上割引 88,345 81,757

為替差損 94,433 －

その他 5,075 67

営業外費用合計 202,948 94,141

経常利益 213,254 312,897

特別利益   

固定資産売却益 395 2,228

リコール損失引当金戻入益 8,942 －

特別利益合計 9,337 2,228

特別損失   

固定資産売却損 － 2,779

固定資産処分損 427 6,261

減損損失 4,693 954

その他 4 627

特別損失合計 5,125 10,623

税金等調整前四半期純利益 217,466 304,501

法人税等 114,048 85,966

少数株主損益調整前四半期純利益 103,418 218,535

四半期純利益 103,418 218,535
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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24年３月26日 
 至 平成24年12月25日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月26日 
 至 平成25年12月25日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 103,418 218,535

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,791 △16,652

繰延ヘッジ損益 67,952 360,520

為替換算調整勘定 △679 21,879

その他の包括利益合計 60,482 365,746

四半期包括利益 163,900 584,282

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 163,900 584,282
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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）継続企業の前提に関する注記

（４）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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