
平成25年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年1月11日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 知多鋼業株式会社 上場取引所 名 
コード番号 5993 URL http://www.chitakogyo.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 吉田 修
問合せ先責任者 （役職名） 総務部長 （氏名） 佐藤 宰 TEL 0568-27-7750
四半期報告書提出予定日 平成25年1月11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

1.  平成25年2月期第3四半期の連結業績（平成24年3月1日～平成24年11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2月期第3四半期 9,114 △0.5 698 11.6 797 10.9 459 20.8
24年2月期第3四半期 9,158 △1.1 626 △6.0 718 △3.9 380 △2.4

（注）包括利益 25年2月期第3四半期 120百万円 （―％） 24年2月期第3四半期 △122百万円 （―％）

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2月期第3四半期 47.96 ―
24年2月期第3四半期 39.68 ―

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2月期第3四半期 14,632 9,745 65.7 1,003.11
24年2月期 14,520 9,699 65.9 998.67
（参考） 自己資本  25年2月期第3四半期  9,608百万円 24年2月期  9,567百万円

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2月期 ― 3.75 ― 3.75 7.50
25年2月期 ― 4.00 ―
25年2月期（予想） 4.00 8.00

3. 平成25年 2月期の連結業績予想（平成24年 3月 1日～平成25年 2月28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 13,000 6.2 930 8.4 1,040 5.6 572 8.8 59.71



(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、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
四半期財務書表のレビューが実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合
があります。 

※  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） 25年2月期3Q 9,621,550 株 24年2月期 9,621,550 株
② 期末自己株式数 25年2月期3Q 42,366 株 24年2月期 41,888 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期3Q 9,579,320 株 24年2月期3Q 9,580,788 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国の景気は、東日本大震災の復旧・復興需要で堅調な個人消費に支えら

れて緩やかに回復基調を辿りました。また、当社グループの主要な取引先である自動車業界では、前半は震災によ

る落ち込みの反動とエコカー補助金による政策効果が寄与して好調に推移しました。しかし、夏場以降の後半は、

補助金の終了や海外景気の不透明感に加え、コスト低減のための国内生産の海外シフトが加速しており厳しい状況

となっております。こうしたなか、当第３四半期連結累計期間の前年同四半期比0.5％減少の 千円となり

ました。 

また、利益面につきましては、営業利益は、 千円（前年同四半期比11.6％増）となりました。経常利益

は、 千円（前年同四半期比10.9％増）、四半期純利益は、 千円（前年同四半期比20.8％増）となり

ました。 

   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

①資産 

当第３四半期連結会計期間末の総資産の残高は、前連結会計年度末と比べ111,433千円増加し、 千円

となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末と比べ693,164千円増加し、 千円となりました。これは主に、現金及び

預金が1,087,576千円増加しましたが、受取手形及び売掛金が351,786千円減少したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末と比べ、581,731千円減少し、 千円となりました。これは主に、投資有

価証券が449,071千円減少したことなどによります。 

②負債 

当第３四半期連結会計期間末の総負債の残高は、前連結会計年度末と比べ65,656千円増加し、 千円と

なりました。 

流動負債は、前連結会計年度末と比べ346,274千円減少し、 千円となりました。これは主に、短期借入

金が625,077千円減少したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末と比べ411,930千円増加し、 千円となりました。これは主に、長期借入

金が573,110千円増加したことやその他のうちの繰延税金負債が159,485千円減少したことなどによります。 

③純資産 

当第３四半期連結会計期間末の純資産の残高は、前連結会計年度末と比べ45,777千円増加し、 千円と

なりました。これは主に、利益剰余金が385,149千円増加しましたが、その他有価証券評価差額金が332,721千円減

少したことなどによります。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年２月の連結業績予想につきましては、平成24年４月13日付の平成24年２月期決算短信で発表いたしまし 

た第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想から変更はありません。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

9,114,281

698,928

797,170 459,389

14,632,203

8,185,326

6,446,877

4,886,981

3,623,850

1,263,131

9,745,222
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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 

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 

該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

   

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２月29日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,341,549 3,429,126

受取手形及び売掛金 3,806,648 3,454,862

商品及び製品 428,331 350,610

仕掛品 251,751 215,165

原材料及び貯蔵品 485,129 487,596

その他 180,622 250,007

貸倒引当金 △1,870 △2,040

流動資産合計 7,492,161 8,185,326

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,942,790 3,950,581

減価償却累計額 △2,028,653 △2,145,232

建物及び構築物（純額） 1,914,136 1,805,349

機械装置及び運搬具 6,941,331 6,934,132

減価償却累計額 △5,901,457 △6,006,185

機械装置及び運搬具（純額） 1,039,874 927,947

土地 1,712,426 1,712,422

建設仮勘定 9,462 90,676

その他 634,560 652,290

減価償却累計額 △603,261 △618,803

その他（純額） 31,300 33,488

有形固定資産合計 4,707,198 4,569,881

無形固定資産   

その他 35,172 34,858

無形固定資産合計 35,172 34,858

投資その他の資産   

投資有価証券 2,220,834 1,771,763

その他 70,350 75,755

貸倒引当金 △4,947 △5,379

投資その他の資産合計 2,286,238 1,842,138

固定資産合計 7,028,608 6,446,877

資産合計 14,520,770 14,632,203
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,172,697 1,905,663

短期借入金 947,817 322,740

1年内返済予定の長期借入金 278,520 441,520

未払法人税等 103,756 235,579

賞与引当金 112,485 232,094

役員賞与引当金 33,800 25,200

その他 321,050 461,054

流動負債合計 3,970,124 3,623,850

固定負債   

長期借入金 386,570 959,680

退職給付引当金 185,897 185,343

その他 278,733 118,107

固定負債合計 851,200 1,263,131

負債合計 4,821,325 4,886,981

純資産の部   

株主資本   

資本金 819,078 819,078

資本剰余金 966,758 966,758

利益剰余金 7,539,806 7,924,954

自己株式 △26,206 △26,408

株主資本合計 9,299,435 9,684,381

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 479,233 146,513

為替換算調整勘定 △211,705 △221,962

その他の包括利益累計額合計 267,528 △75,449

少数株主持分 132,483 136,290

純資産合計 9,699,445 9,745,222

負債純資産合計 14,520,770 14,632,203
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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23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

売上高 9,158,627 9,114,281

売上原価 7,788,769 7,638,710

売上総利益 1,369,858 1,475,571

販売費及び一般管理費 743,701 776,643

営業利益 626,157 698,928

営業外収益   

受取利息 597 518

受取配当金 17,860 22,959

持分法による投資利益 28,095 27,901

為替差益 － 13,284

スクラップ売却益 37,381 29,686

その他 33,267 18,600

営業外収益合計 117,200 112,949

営業外費用   

支払利息 16,591 13,240

為替差損 6,358 －

その他 1,839 1,467

営業外費用合計 24,788 14,707

経常利益 718,568 797,170

特別利益   

固定資産処分益 3,678 －

貸倒引当金戻入額 970 －

特別利益合計 4,648 －

特別損失   

投資有価証券評価損 38,287 －

固定資産処分損 1,209 1,208

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,664 －

特別損失合計 46,161 1,208

税金等調整前四半期純利益 677,055 795,962

法人税、住民税及び事業税 260,349 388,128

法人税等調整額 23,001 △60,474

法人税等合計 283,350 327,654

少数株主損益調整前四半期純利益 393,705 468,308

少数株主利益 13,558 8,919

四半期純利益 380,147 459,389
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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23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 393,705 468,308

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △476,341 △332,721

為替換算調整勘定 △28,344 △17,341

持分法適用会社に対する持分相当額 △11,588 1,973

その他の包括利益合計 △516,272 △348,088

四半期包括利益 △122,567 120,220

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △129,140 116,412

少数株主に係る四半期包括利益 6,573 3,808
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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〕 

当社グループは、ばね製品の製造販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

   

   

（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

（５）セグメント情報等

- 8 -

知多鋼業㈱(5993)　平成25年2月期　第3四半期決算短信


