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(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４月１日～平成24年９月30日）

（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 7,488 10.1 498 54.2 472 73.8 167 2.3
24年３月期第２四半期 6,799 14.3 323 △2.1 271 △18.0 164 △15.8

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 284百万円( 36.0％) 24年３月期第２四半期 209百万円( 23.6％)

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 23.69 ―
24年３月期第２四半期 23.15 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第２四半期 14,658 5,535 37.2
24年３月期 13,591 5,426 38.8

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 5,449百万円 24年３月期 5,269百万円

２．配当の状況

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 ― 0.00 ― 7.50 7.50

25年３月期 ― 0.00

25年３月期(予想) ― 7.50 7.50

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

連結業績予想に関する序文

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 14,600 8.5 670 23.9 600 30.2 260 △19.0 36.69

(注) 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

（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

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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

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

(注)第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが
困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料３ページ「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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期２Ｑ 7,210,000株 24年３月期 7,210,000株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 124,057株 24年３月期 121,865株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 7,087,240株 24年３月期２Ｑ 7,089,365株

※ 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、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２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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世界経済は全体として減速感が広がっており、弱い回復となっております。先進国におきましては、

欧州の債務問題、米国経済の減速懸念、高水準の失業率等、先行きに対する不透明感が増大しておりま

す。一方、新興国の経済成長率も高水準ではありますが、その拡大テンポは鈍化してきております。 

わが国経済は、復興需要を背景として緩やかな回復を続けておりましたが、世界経済の減速、領土を

巡る近隣諸国との緊張の高まり、円高・株安懸念等、景気の下押しリスクが存在し、企業の業況判断は

小幅低下となっております。また、設備投資の動向を知るうえで先行指標の一つである機械受注統計の

推移を見ても、製造業の機械受注額は５月が前月比8.0％減、６月が前月比2.9％減となった後、７月は

前月比12.0％増となったものの、８月が前月比15.1％減と、弱含んだ動きとなっております。 

このような環境下、当社グループは、プラスチック成形関連のコアビジネスにおきまして、品質の向

上、納期の確守、新製品の開発等、競争力強化によるマーケットシェアの拡大を図るとともに、電池、

食品、化粧品等の新規販売分野の開拓・拡大に注力してまいりました。 

この結果、売上高は前年好調であったフイルム、シート等の液晶・電子部品関連の需要に一服感が出

てきたものの、中国、東南アジアの需要が総じて堅調に推移し、中でもタイの洪水被害からの生産回復

需要に着実に対応したことにより、また平成24年４月２日に㈱レイケンの発行済株式の100％を取得し

たことに伴い同社及び同社の子会社２社を連結の範囲に含めることとなったこと等により、前年同期比

６億８千９百万円増(同10.1％増)の74億８千８百万円となりました。 

損益面では、売上高の増加に伴う売上総利益の増加に加え、材料費を中心とした原価低減や諸経費の

低減努力を継続したこと等により、営業利益は前年同期比１億７千５百万円増(同54.2％増)の４億９千

８百万円、経常利益は前年同期比２億円増(同73.8％増)の４億７千２百万円となりました。 

特別損益では前年度はマレーシア生産子会社の清算手続きに伴う固定資産売却益４千７百万円を特別

利益に計上していたのに対し、当年度は同社の資本金を50％有償減資したことによる為替換算調整勘定

取崩額５千３百万円を特別損失に計上し、法人税等も前年同期比６千万円増の１億８千７百万円となっ

たこと等により、四半期純利益は前年同期比３百万円増(同2.3％増)の１億６千７百万円となりまし

た。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、受取手形及び売掛金、たな卸資産が増加したこと等により

４億３千３百万円増加し、109億６千１百万円となりました。固定資産は、前連結会計年度末に比べ

て、建物、のれんが増加したこと等により６億３千３百万円増加し、36億９千６百万円となりました。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて10億６千６百万円増加し、146億５千８百万円となり

ました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、支払手形及び買掛金、短期借入金が増加したこと等により

８億２千８百万円増加し、51億３千８百万円となりました。固定負債は、前連結会計年度末に比べて、

長期借入金、退職給付引当金が増加したこと等により１億２千９百万円増加し、39億８千４百万円とな

りました。この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて９億５千８百万円増加し、91億２千２百

万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、少数株主持分が減少しましたが、利益剰余金、為替換算

調整勘定が増加したこと等により１億８百万円増加し、55億３千５百万円となりました。 

  

世界経済は米国、欧州、新興国とも減速の動きが広がっております。わが国経済も、世界経済減速に

加え、領土を巡る近隣諸国との緊張の高まりにより、企業業績への悪影響や設備投資の手控え等が懸念

されております。 

近の業績動向、経営環境等を踏まえ、平成24年10月22日に業績予想の修正を行っております。当社

グループにおきましては、コアビジネスにおける更なる競争力強化、グループ内での連携強化、新規販

売分野の開拓・拡大のスピードアップ等、重点施策を着実に実行し、修正計画の達成に注力していく所

存であります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態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
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第１四半期連結会計期間において、株式会社レイケンの発行済株式の100％を取得したことにより、

同社並びに同社が議決権の100％を所有する同社子会社の株式会社カンゲン及び冷研(上海)貿易有限公

司の３社を新たに連結の範囲に含めております。 

なお、当該３社は当第２四半期連結累計期間において特定子会社に該当しておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

 (会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更) 

当社及び国内連結子会社は、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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益はそれぞれ5,070千円増加しております。 

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 3,328,846 3,363,370

受取手形及び売掛金 5,207,422 5,467,370

商品及び製品 539,712 574,123

仕掛品 378,275 384,383

原材料及び貯蔵品 782,013 848,297

その他 316,787 360,135

貸倒引当金 △24,927 △36,079

流動資産合計 10,528,129 10,961,600

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,289,839 1,322,399

その他（純額） 1,333,272 1,681,340

有形固定資産合計 2,623,111 3,003,740

無形固定資産   

のれん － 151,264

その他 26,833 27,258

無形固定資産合計 26,833 178,523

投資その他の資産   

その他 427,857 531,007

貸倒引当金 △14,304 △16,601

投資その他の資産合計 413,553 514,405

固定資産合計 3,063,498 3,696,670

資産合計 13,591,628 14,658,270

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,838,768 1,974,163

短期借入金 1,071,109 1,746,654

1年内償還予定の社債 193,600 193,600

未払法人税等 70,885 172,429

製品保証引当金 139,348 115,273

役員賞与引当金 31,260 －

その他 965,229 936,811

流動負債合計 4,310,201 5,138,931

固定負債   

社債 1,332,800 1,236,000

長期借入金 1,902,504 1,941,302

退職給付引当金 382,108 431,083

役員退職慰労引当金 127,750 230,707

負ののれん 5,879 4,810

その他 103,443 140,162

固定負債合計 3,854,485 3,984,066

負債合計 8,164,686 9,122,998
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 977,142 977,142

資本剰余金 1,069,391 1,069,391

利益剰余金 3,539,126 3,653,881

自己株式 △41,371 △42,119

株主資本合計 5,544,288 5,658,295

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 21,217 1,035

為替換算調整勘定 △296,422 △209,935

その他の包括利益累計額合計 △275,204 △208,900

少数株主持分 157,856 85,877

純資産合計 5,426,941 5,535,272

負債純資産合計 13,591,628 14,658,270

㈱カワタ(6292)　平成25年３月期　第２四半期決算短信

―　5　―



（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
 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) 

売上高 6,799,668 7,488,907

売上原価 5,028,663 5,308,326

売上総利益 1,771,004 2,180,581

販売費及び一般管理費 1,448,001 1,682,431

営業利益 323,002 498,149

営業外収益   

受取利息 6,050 6,242

受取配当金 3,308 6,696

為替差益 － 11,546

負ののれん償却額 5,121 1,068

その他 6,909 11,851

営業外収益合計 21,391 37,406

営業外費用   

支払利息 28,340 45,260

為替差損 15,081 －

コミットメントライン手数料 9,015 9,109

その他 20,118 8,805

営業外費用合計 72,556 63,176

経常利益 271,837 472,379

特別利益   

固定資産売却益 52,413 1,191

投資有価証券売却益 － 2,102

特別利益合計 52,413 3,294

特別損失   

固定資産除売却損 2,295 17,366

投資有価証券評価損 － 3,878

為替換算調整勘定取崩額 － 53,669

特別損失合計 2,295 74,913

税金等調整前四半期純利益 321,956 400,759

法人税、住民税及び事業税 126,968 187,378

法人税等調整額 △718 △4,109

法人税等合計 126,250 183,269

少数株主損益調整前四半期純利益 195,705 217,490

少数株主利益 31,587 49,574

四半期純利益 164,117 167,915

少数株主利益 31,587 49,574

少数株主損益調整前四半期純利益 195,705 217,490

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 291 △20,182

為替換算調整勘定 13,283 87,269

その他の包括利益合計 13,574 67,086

四半期包括利益 209,279 284,576

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 179,144 234,218

少数株主に係る四半期包括利益 30,135 50,357
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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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