
平成25年３月期 第２四半期決算短信［日本基準］（連結） 

  

（百万円未満切捨て）

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年３月26日～平成24年９月25日） 

  

  

   

２．配当の状況 

  
３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年３月26日～平成25年３月25日） 

  

      平成24年10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） 取締役業務管理本部長（氏名）大坪 収 ＴＥＬ 0256-92-6111 

四半期報告書提出予定日 平成24年11月９日 配当支払開始予定日 平成24年12月４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    

(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 6,118 △18.7 292 △73.3 △62 ─ △42 ─

24年３月期第２四半期 7,530 ─ 1,095 ─ 721 ─ 468 ─

（注）包括利益  25年３月期第２四半期  △198 百万円 （ ％） －  24年３月期第２四半期  452 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

25年３月期第２四半期 △4 92 ─

24年３月期第２四半期 53 69 ─

(2）連結財政状態  

  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 8,808 5,544 62.9 635 46

24年３月期 9,401 5,765 61.3 660 70

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 5,544百万円 24年３月期 5,765 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 

24年３月期   ─ 2 50     ─ 2 50 5 00 

25年３月期 ─       2 50       

25年３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 12,600 △16.0 500 △68.4 130 △91.3 50 △94.7 5 73

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無  



４．その他 

  

  

(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（その他）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        ： 有

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 9,030,000株 24年３月期 9,030,000株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 304,156株 24年３月期 303,208株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 8,726,164株 24年３月期２Ｑ 8,727,380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２四半期連結累計期間における売上高は6,118百万円となり、前年同期比

1,411百万円の減収となりました。昨年の地上波デジタル移行に伴う需要先行の反動等により家電

業界は家電デフレに陥り、前期において当社の売上高の約45％を占めている家電量販チャネルが

その影響を大きく受けております。ギフト販売、ＷＥＢ販売、通信販売等は堅調に推移していま

すが、この家電量販チャネルの落ち込みをカバーすることはできず、大幅な減少となりました。

商品分野別には昨年地デジ関連需要が大きかったＡＶ機器や業務用冷蔵庫が大きく減少したほ

か、節電志向の高まりにより好調に推移していましたＬＥＤ照明や調理家電の主力製品である電

子レンジなどの分野で価格競争が激化し、前年同期比で減少しております。 

 営業利益は292百万円となり、前年同期比802百万円の減益となりました。これは売上高が大き

く減少したこと、及び新製品開発や販売力強化に向けた投資等が増加したことによるものであり

ます。 

 経常利益は62百万円の損失、四半期純利益は42百万円の損失となりました。当連結会計期間は

前連結会計年度末の為替予約時価評価益の戻入に伴う損失216百万円の影響を大きく受けておりま

す。 

   
（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の総資産は8,808百万円となり、前連結会計年度末比592百万円減

少いたしました。これは主に売上高の減少等に伴い受取手形及び売掛金が740百万円減少したこと

によるものであります。 

 負債は3,263百万円となり、前連結会計年度末比371百万円減少いたしました。法人税等の納付

に伴い未払法人税等が457百万円減少いたしました。 

 純資産は5,544百万円となり、前連結会計年度末比220百万円減少いたしました。これは主にヘ

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が、円高の進行に伴い148百万円減少し

たことによるものであります。 

    
（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 下半期より多数の新製品を集中的に投入し業績の回復を図りますが、価格競争の激化により家

電業界は引き続き厳しい環境が続くものと予想されます。この市場の変化に対応するため、さら

なる調達コストの低減を図るとともに、一層の経費削減を実施し、収益を生み出す体制を築いて

まいります。 

 なお、平成24年10月30日付で公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、平

成25年３月期（平成24年３月26日～平成25年３月25日）の通期の連結業績予想を修正しておりま

す。詳細については同資料をご覧ください。 

   

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２四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。 

 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。  

   
（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

１．会計方針の変更  

（外貨建予定取引に係る為替予約取引のヘッジ会計の適用） 

 従来、外貨建予定取引に係る為替予約取引について、時価評価をおこない評価差額を損益処

理しておりましたが、前連結会計年度よりヘッジ会計を適用し、繰延ヘッジ処理に変更してお

ります。これは為替変動リスクの管理活動を連結財務諸表に適切に反映し、財政状態及び経営

成績をより適正に表示するために変更したものであります。 

 そのため、前第２四半期と当第２四半期に適用した四半期連結財務諸表の会計方針に相違が

生じております。 

 なお、当該変更は社内のリスク管理体制の再整備に伴うものであり、前第２四半期連結累計

期間には影響を及ぼさないため、遡及適用はおこなっておりません。 

  

２．会計上の見積りの変更 

 過去の売上製品の一部について、無償の点検修理に伴う損失見込額を製品補修対策引当金に

計上しておりますが、修理実績の収集に伴い新たな情報が入手可能となったため見積りの変更

をおこないました。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益は27百万円増加し、経常損失及び税金等

調整前四半期純損失は27百万円減少しております。 

２．サマリー情報（その他）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25日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月25日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,384,720 1,078,106

受取手形及び売掛金 2,819,943 2,079,246

商品及び製品 1,162,379 1,621,311

仕掛品 123,310 131,178

原材料及び貯蔵品 247,831 208,105

その他 653,960 638,424

貸倒引当金 △11,954 △7,437

流動資産合計 6,380,192 5,748,934

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,435,587 3,449,802

減価償却累計額 △2,696,391 △2,729,050

建物及び構築物（純額） 739,196 720,751

機械及び装置 807,236 805,154

減価償却累計額 △760,162 △759,597

機械及び装置（純額） 47,073 45,557

金型 1,751,200 1,783,038

減価償却累計額 △1,533,755 △1,592,499

金型（純額） 217,444 190,539

工具、器具及び備品 428,311 439,115

減価償却累計額 △342,570 △352,108

工具、器具及び備品（純額） 85,741 87,007

土地 1,198,294 1,198,294

建設仮勘定 12,032 25,677

その他 395,743 605,335

減価償却累計額 △255,665 △312,585

その他（純額） 140,077 292,749

有形固定資産合計 2,439,860 2,560,577

無形固定資産 72,086 71,904

投資その他の資産   

投資有価証券 264,438 258,781

その他 245,825 169,924

貸倒引当金 △1,357 △1,357

投資その他の資産合計 508,906 427,348

固定資産合計 3,020,853 3,059,830

資産合計 9,401,046 8,808,765
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月25日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月25日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 362,499 275,885

短期借入金 100,000 －

1年内償還予定の社債 40,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 426,360 520,284

リース債務 89,054 142,954

未払法人税等 466,044 8,695

未払消費税等 27,382 －

賞与引当金 113,478 55,968

リコール損失引当金 24,519 11,375

製品補修対策引当金 189,811 99,735

製品交換損失引当金 158,800 24,184

その他 595,745 548,148

流動負債合計 2,593,697 1,787,232

固定負債   

社債 110,000 320,000

長期借入金 618,595 649,310

リース債務 91,092 185,100

退職給付引当金 60,059 85,171

役員退職慰労引当金 129,604 137,804

資産除去債務 20,100 20,100

その他 12,088 79,092

固定負債合計 1,041,538 1,476,577

負債合計 3,635,236 3,263,810

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,742,400 1,742,400

資本剰余金 953,042 1,748,600

利益剰余金 3,047,377 2,187,110

自己株式 △37,800 △38,170

株主資本合計 5,705,019 5,639,940

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 16,627 6,572

繰延ヘッジ損益 47,353 △101,558

為替換算調整勘定 △3,190 0

その他の包括利益累計額合計 60,790 △94,985

純資産合計 5,765,809 5,544,954

負債純資産合計 9,401,046 8,808,765
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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３月26日 
 至 平成23年９月25日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月26日 
 至 平成24年９月25日) 

売上高 7,530,331 6,118,834

売上原価 4,711,932 4,140,419

売上総利益 2,818,398 1,978,415

販売費及び一般管理費 1,723,180 1,685,733

営業利益 1,095,218 292,681

営業外収益   

受取利息 156 410

受取配当金 2,657 3,766

固定資産賃貸料 415 －

受取返戻金 4,971 －

その他 10,798 3,326

営業外収益合計 18,998 7,503

営業外費用   

支払利息 13,593 10,255

売上割引 71,394 63,050

為替差損 306,637 284,403

その他 861 5,076

営業外費用合計 392,487 362,785

経常利益又は経常損失（△） 721,728 △62,600

特別利益   

固定資産売却益 － 395

リコール損失引当金戻入益 － 8,942

特別利益合計 － 9,337

特別損失   

固定資産処分損 7,218 412

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 25,264 －

その他 521 －

特別損失合計 33,004 412

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（△）

688,724 △53,674

法人税等 220,153 △10,782

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（△）

468,570 △42,892

四半期純利益又は四半期純損失（△） 468,570 △42,892
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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３月26日 
 至 平成23年９月25日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月26日 
 至 平成24年９月25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（△）

468,570 △42,892

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △15,050 △10,054

繰延ヘッジ損益 － △148,911

為替換算調整勘定 △1,168 3,190

その他の包括利益合計 △16,218 △155,776

四半期包括利益 452,352 △198,668

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 452,352 △198,668
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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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