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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 3,387 16.1 274 121.4 246 114.6 242 184.8
24年3月期第2四半期 2,916 △4.9 124 △49.1 114 △50.4 84 △40.9

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 234百万円 （563.2％） 24年3月期第2四半期 35百万円 （△68.0％）

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

25年3月期第2四半期 47.32 ―
24年3月期第2四半期 16.61 ―

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

25年3月期第2四半期 8,431 5,635 65.5 1,080.83
24年3月期 8,528 5,437 62.6 1,043.74
（参考） 自己資本 25年3月期第2四半期 5,526百万円 24年3月期 5,337百万円

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

24年3月期 ― 6.50 ― 6.50 13.00
25年3月期 ― 7.00
25年3月期（予想） ― 7.00 14.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 7,080 14.9 580 84.5 540 75.5 390 125.3 76.26



(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

(注）詳細は、添付資料Ｐ.3「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(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

四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※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、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等については、添付資料P.3「1．当四半期決算に関する定性的情報(3)
連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。

※  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 ： 有
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 有
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 5,119,477 株 24年3月期 5,119,477 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 6,157 株 24年3月期 6,051 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 5,113,355 株 24年3月期2Q 5,113,517 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要に支えられ回復を続けてきまし

たが、海外経済の減速を受けて、足踏み状態になりました。   

 自動車業界におきましては、エコカー補助金の再開で国内販売が好調に推移しましたが、補助金が終了した９月

には、販売台数が前年同月比減少に転じました。 

 一方、９月は輸出も振るわず、同月の国内生産台数は１年ぶりに前年実績を割り込み、先行き不透明感が増して

きました。  

 このような状況のもと、当社グループの売上高は3,387百万円（対前年同四半期470百万円の16.1％増加）となり

ました。利益面では、営業利益274百万円（対前年同四半期150百万円の121.4％増加）、経常利益246百万円（対前

年同四半期131百万円の114.6％増加）、四半期純利益242百万円（対前年同四半期157百万円の184.8％増加）とな

りました。 

 セグメント別では、日本は売上高2,646百万円（対前年同四半期268百万円の11.3％増加）、営業利益141百万円

（対前年同四半期103百万円の279.1％増加）となりました。タイ現地法人は売上高660百万円（対前年同四半期156

百万円の31.0％増加）、営業利益108百万円（対前年同四半期５百万円の5.6％増加）となり、中国現地法人は売上

高209百万円（対前年同四半期117百万円の127.6％増加）、営業利益13百万円（前年同四半期は営業損失17百万

円）となりました。    

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は8,431百万円となり、前連結会計年度末に比べ96百万円の減少と

なりました。流動資産は193百万円減少しましたが、主として現金及び預金の減少121百万円、仕掛品の減少41百万

円等によるものであります。固定資産は96百万円増加しましたが、主として機械装置及び運搬具の増加157百万

円、投資有価証券の減少42百万円等によるものであります。 

 負債は2,796百万円となり、295百万円減少しました。流動負債は49百万円減少しましたが、主として支払手形及

び買掛金の減少91百万円、賞与引当金の増加24百万円等によるものであります。固定負債は245百万円減少しまし

たが、主として長期未払金の減少147百万円、長期借入金の減少51百万円、社債の減少30百万円等によるものであ

ります。  

 純資産は5,635百万円となり、198百万円増加となりましたが、主として利益剰余金の増加208百万円、その他有

価証券評価差額金の減少26百万円等によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は65.5％となりました。  

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,157百万円と、前連結

会計年度末と比べ、121百万円の減少となりました。  

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、得られた資金は276百万円（対前年同四半期増加率88.7％）となりました。これは主に税金等

調整前四半期純利益265百万円（対前年同四半期増加率131.1％）、減価償却費166百万円（対前年同四半期減少率

3.6％）、仕入債務の減少額92百万円（対前年同四半期増加率17.4％）、利息の支払額17百万円（対前年同四半期

増加率16.2％）、法人税等の支払額22百万円（対前年同四半期減少率79.2％）となったことによるものでありま

す。 

   

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、使用した資金は237百万円（対前年同四半期減少率32.4％）となりました。これは主に有形固

定資産の取得による支出297百万円（対前年同四半期減少率15.2％）、保険積立金の解約による収入76百万円（前

年同四半期はありません）となったことによるものであります。  

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、使用した資金は168百万円（対前年同四半期増加率6.4％）となりました。これは主に長期借入

金の返済による支出89百万円（対前年同四半期減少率1.6％）、社債の償還による支出30百万円（対前年同四半期

減少率57.1％）、配当金の支払額33百万円（対前年同四半期増加率0.5％）となったこと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
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  連結業績予想につきましては、平成24年５月14日の「平成24年３月期 決算短信」で公表いたしました通期の連

結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 

 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 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更）    

 当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

   

   

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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,278,936 1,157,339

受取手形及び売掛金 1,732,550 1,730,613

商品及び製品 43,784 48,109

仕掛品 354,464 313,203

原材料及び貯蔵品 77,272 82,362

繰延税金資産 59,025 62,575

その他 61,199 19,549

流動資産合計 3,607,233 3,413,753

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,971,747 1,977,669

減価償却累計額 △1,046,278 △1,066,705

建物及び構築物（純額） 925,468 910,964

機械装置及び運搬具 5,057,061 5,288,428

減価償却累計額 △4,091,262 △4,165,094

機械装置及び運搬具（純額） 965,798 1,123,333

工具、器具及び備品 555,688 581,419

減価償却累計額 △461,164 △480,539

工具、器具及び備品（純額） 94,524 100,880

土地 2,006,661 2,007,210

建設仮勘定 333,885 353,023

有形固定資産合計 4,326,338 4,495,413

無形固定資産 76,953 75,069

投資その他の資産   

投資有価証券 378,859 336,425

関係会社株式 － 12,214

その他 139,265 99,011

投資その他の資産合計 518,124 447,651

固定資産合計 4,921,417 5,018,135

資産合計 8,528,650 8,431,888
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 952,744 861,055

短期借入金 600,746 578,988

1年内償還予定の社債 60,000 60,000

1年内返済予定の長期借入金 146,259 109,077

未払法人税等 21,000 15,356

賞与引当金 125,091 149,602

役員賞与引当金 24,000 12,000

その他 429,457 523,721

流動負債合計 2,359,300 2,309,801

固定負債   

社債 40,000 10,000

長期借入金 147,707 96,341

長期未払金 193,834 46,380

繰延税金負債 35,403 27,691

退職給付引当金 252,581 254,364

その他 62,412 51,508

固定負債合計 731,939 486,285

負債合計 3,091,240 2,796,087

純資産の部   

株主資本   

資本金 551,099 551,099

資本剰余金 445,219 445,219

利益剰余金 4,469,593 4,678,368

自己株式 △6,548 △6,592

株主資本合計 5,459,364 5,668,095

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 78,152 51,950

為替換算調整勘定 △200,417 △193,397

その他の包括利益累計額合計 △122,264 △141,447

少数株主持分 100,311 109,152

純資産合計 5,437,410 5,635,801

負債純資産合計 8,528,650 8,431,888
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

売上高 2,916,559 3,387,492

売上原価 2,285,637 2,554,131

売上総利益 630,922 833,361

販売費及び一般管理費 506,887 558,794

営業利益 124,034 274,566

営業外収益   

受取利息 650 1,098

受取配当金 2,872 3,150

助成金収入 12,559 2,592

その他 1,933 3,627

営業外収益合計 18,015 10,468

営業外費用   

支払利息 16,688 17,785

為替差損 10,600 20,976

その他 42 95

営業外費用合計 27,331 38,857

経常利益 114,718 246,178

特別利益   

固定資産売却益 234 9

投資有価証券売却益 420 －

保険解約返戻金 － 34,742

特別利益合計 654 34,752

特別損失   

固定資産売却損 21 281

固定資産除却損 362 1,964

投資有価証券売却損 263 －

投資有価証券評価損 － 13,542

特別損失合計 647 15,787

税金等調整前四半期純利益 114,725 265,143

法人税、住民税及び事業税 7,663 15,971

法人税等調整額 12,196 △3,446

法人税等合計 19,860 12,524

少数株主損益調整前四半期純利益 94,865 252,618

少数株主利益 9,882 10,605

四半期純利益 84,982 242,012
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 94,865 252,618

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △35,308 △26,202

為替換算調整勘定 △24,264 7,622

その他の包括利益合計 △59,573 △18,579

四半期包括利益 35,291 234,038

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 28,003 222,830

少数株主に係る四半期包括利益 7,288 11,208

㈱カネミツ (7208) 平成25年３月期 第２四半期決算短信 

-7-



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 114,725 265,143

減価償却費 172,944 166,711

賞与引当金の増減額（△は減少） 17,176 25,113

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 12,000 △12,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,124 1,783

受取利息及び受取配当金 △3,523 △4,248

支払利息 16,688 17,785

為替差損益（△は益） △134 △1,397

固定資産売却損益（△は益） △213 271

投資有価証券売却損益（△は益） △156 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 13,542

固定資産除却損 362 1,964

保険解約損益（△は益） － △34,742

売上債権の増減額（△は増加） 31,421 2,017

たな卸資産の増減額（△は増加） 12,674 33,776

仕入債務の増減額（△は減少） △78,467 △92,103

その他 △34,476 △72,580

小計 264,146 311,036

利息及び配当金の受取額 3,523 4,238

利息の支払額 △14,928 △17,349

法人税等の支払額 △106,259 △22,118

法人税等の還付額 49 731

営業活動によるキャッシュ・フロー 146,531 276,538

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △351,165 △297,645

有形固定資産の売却による収入 304 294

無形固定資産の取得による支出 △2,913 △539

投資有価証券の取得による支出 △5,337 △5,426

投資有価証券の売却による収入 6,771 －

関係会社株式の取得による支出 － △12,214

保険積立金の解約による収入 － 76,298

その他 1,333 1,909

投資活動によるキャッシュ・フロー △351,008 △237,323

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 52,355 △30,358

長期借入れによる収入 1,428 －

長期借入金の返済による支出 △91,149 △89,723

社債の償還による支出 △70,000 △30,000

自己株式の取得による支出 △13 △43

リース債務の返済による支出 △15,507 △9,681

配当金の支払額 △33,262 △33,445

少数株主への配当金の支払額 △2,493 △2,367

その他 － 26,881

財務活動によるキャッシュ・フロー △158,641 △168,737

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,140 7,924

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △373,258 △121,597

現金及び現金同等物の期首残高 1,539,274 1,278,936

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,166,015 1,157,339
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日） 

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1,766千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用 

       △18,009千円及び報告セグメント間の取引の相殺消去等19,775千円が含まれております。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。  

    

Ⅱ 当第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） 

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

  （注）１．セグメント利益の調整額11,465千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用 

       △18,597千円及び報告セグメント間の取引の相殺消去等30,062千円が含まれております。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。  

      

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

                                      （単位：千円） 

  

報告セグメント   四半期連結 
損益計算書 
計上額  
（注）２ 

日本 タイ 中国 計 
調整額 

（注）１  

売上高            

外部顧客への売上高  2,326,490  498,454  91,615  2,916,559  －  2,916,559

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 51,368  5,537  317  57,223  △57,223  －

計  2,377,858  503,991  91,932  2,973,783  △57,223  2,916,559

セグメント利益又は損失 

 (△)  
 37,253  102,930  △17,915  122,268  1,766  124,034

                                      （単位：千円） 

  

報告セグメント   四半期連結 
損益計算書 
計上額  
（注）２ 

日本 タイ 中国 計 
調整額 

（注）１  

売上高            

外部顧客への売上高  2,537,966  643,186  206,339  3,387,492  －  3,387,492

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 108,574  17,106  2,932  128,612  △128,612  －

計  2,646,541  660,292  209,271  3,516,105  △128,612  3,387,492

 セグメント利益   141,228  108,705  13,167  263,101  11,465  274,566
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