
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
   
  

   

  
(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25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 ％

26年３月期第２四半期 7,216 △3.6 229 △53.8 214 △54.7 178 6.2
25年３月期第２四半期 7,488 10.1 498 54.2 472 73.8 167 2.3

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 471百万円( 65.6％) 25年３月期第２四半期 284百万円( 36.0％)

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

26年３月期第２四半期 25.16 ―
25年３月期第２四半期 23.69 ―

（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 ％

26年３月期第２四半期 14,574 6,250 41.9
25年３月期 14,570 5,832 39.3

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 6,111百万円 25年３月期 5,724百万円

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

25年３月期 ― 0.00 ― 7.50 7.50

26年３月期 ― 0.00

26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26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

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 14,700 △2.4 440 △37.8 390 △42.9 270 39.9 38.11

(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 ： 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

（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) 26年３月期２Ｑ 7,210,000株 25年３月期 7,210,000株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 125,307株 25年３月期 125,062株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 7,084,760株 25年３月期２Ｑ 7,087,240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「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧くださ
い。
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世界経済は持ち直しつつあるものの、全体としては減速感が広がり、弱い回復となっております。先

進国におきましては、米国の財政問題、欧州の債務問題、高水準の失業率等、先行きに対するリスクが

存在しております。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お

ります。 

わが国経済は、世界経済の減速や領土を巡る近隣諸国との緊張の長期化等により、前年度は景気が後

退いたしましたが、年明け以降は円安・株高が進み、輸出や生産に持ち直しの動きがみられ、企業の業

況判断も改善しつつあります。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４～６月で8,875億円と前年同期比4.2％減ながら下げ止まりつ

つあり、７月は前月比4.8％増、８月は前月比0.8％増と、微増で推移しております。 

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、中国、東南アジアの需要は総じて堅調に推移したものの、前年度のタイの洪水被害の復興

需要という特殊要因が無くなったこと、日本における前年度後半の設備投資案件減少に伴う期末の受注

残高減少が当第２四半期の売上高に影響したこと等により、売上高は前年同期比２億７千２百万円減

(同3.6％減)の72億１千６百万円となりました。 

損益面では、材料費を中心とした原価低減に努めたものの、中国における人件費等諸経費の増加、前

年度第２四半期からの新規連結子会社分の販売費及び一般管理費の増加等により、営業利益は前年同期

比２億６千８百万円減(同53.8％減)の２億２千９百万円、経常利益は前年同期比２億５千８百万円減

(同54.7％減)の２億１千４百万円となりました。 

特別損益では旧・大阪工場を譲渡したことによる固定資産売却益１億２百万円を特別利益に計上し、

法人税、住民税及び事業税１億１千３百万円を計上したこと等により、四半期純利益は前年同期比１千

万円増(同6.2％増)の１億７千８百万円となりました。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、現金及び預金が減少しましたが、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９千万円増加し、106億８千８百万円となりました。固定資産は、前

連結会計年度末に比べて、土地、のれんが減少したこと等により８千６百万円減少し、38億８千５百万

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３百万円増加し、145億７千４百万

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、未払法人税等が減少し

たこと等により３億８千４百万円減少し、50億円となりました。固定負債は、前連結会計年度末に比べ

て、役員退職慰労引当金、社債、長期借入金が減少したこと等により２千９百万円減少し、33億２千３

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４億１千４百万円減少し、83

億２千４百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、利益剰余金、為替換算調整勘定、少数株主持分が増加し

たこと等により４億１千７百万円増加し、62億５千万円となりました。 

  

世界経済は弱い回復が続いているものの、中国等の新興国では成長率が減速しつつあります。わが国

経済も、大企業を中心に輸出や生産が持ち直し企業収益にも改善の動きが見られますが、製造業の国内

の設備投資には慎重な動きも見られます。 

近の業績動向、経営環境等を踏まえ、平成25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）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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平成25年７月15日付でタイに生産子会社としてレイケンタイランドＣＯ.,ＬＴＤ.を設立し、当第２

四半期連結会計期間より新たに連結の範囲に含めております。 

なお、当該子会社は当第２四半期連結会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。  

  

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

（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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,772,388 3,648,824

受取手形及び売掛金 4,660,039 4,804,049

商品及び製品 583,228 616,434

仕掛品 388,614 488,676

原材料及び貯蔵品 854,008 830,466

その他 390,716 338,748

貸倒引当金 △50,095 △38,243

流動資産合計 10,598,901 10,688,957

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,322,399 1,236,683

その他（純額） 1,594,058 1,580,434

有形固定資産合計 2,916,457 2,817,117

無形固定資産   

のれん 135,342 119,419

その他 321,411 375,752

無形固定資産合計 456,753 495,171

投資その他の資産   

その他 615,491 589,740

貸倒引当金 △16,634 △16,388

投資その他の資産合計 598,856 573,351

固定資産合計 3,972,067 3,885,641

資産合計 14,570,969 14,574,598

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,709,590 1,706,608

短期借入金 1,740,878 1,379,610

1年内償還予定の社債 692,800 626,000

未払法人税等 117,991 74,710

製品保証引当金 136,773 133,043

役員賞与引当金 32,902 －

その他 954,375 1,080,594

流動負債合計 5,385,311 5,000,566

固定負債   

社債 640,000 610,000

長期借入金 1,841,093 1,817,648

退職給付引当金 463,860 505,791

役員退職慰労引当金 245,728 180,777

負ののれん 3,741 2,672

その他 158,975 206,908

固定負債合計 3,353,399 3,323,797

負債合計 8,738,711 8,324,364
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25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 3,678,912 3,804,053

自己株式 △42,455 △42,538

株主資本合計 5,682,991 5,808,048

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 52,598 66,682

為替換算調整勘定 △10,749 236,661

その他の包括利益累計額合計 41,848 303,343

少数株主持分 107,417 138,842

純資産合計 5,832,257 6,250,234

負債純資産合計 14,570,969 14,574,598
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（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 7,488,907 7,216,301

売上原価 5,308,326 4,965,847

売上総利益 2,180,581 2,250,453

販売費及び一般管理費 1,682,431 2,020,540

営業利益 498,149 229,913

営業外収益   

受取利息 6,242 3,358

受取配当金 6,696 3,397

為替差益 11,546 －

負ののれん償却額 1,068 1,068

保険解約返戻金 1,375 23,171

その他 10,476 19,636

営業外収益合計 37,406 50,632

営業外費用   

支払利息 45,260 40,717

その他 17,915 25,645

営業外費用合計 63,176 66,363

経常利益 472,379 214,182

特別利益   

固定資産売却益 1,191 102,916

投資有価証券売却益 2,102 －

特別利益合計 3,294 102,916

特別損失   

固定資産除売却損 17,366 288

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 74,913 288

税金等調整前四半期純利益 400,759 316,810

法人税、住民税及び事業税 187,378 113,946

法人税等調整額 △4,109 6,113

法人税等合計 183,269 120,059

少数株主損益調整前四半期純利益 217,490 196,750

少数株主利益 49,574 18,473

四半期純利益 167,915 178,277

少数株主利益 49,574 18,473

少数株主損益調整前四半期純利益 217,490 196,750

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △20,182 14,083

為替換算調整勘定 87,269 260,362

その他の包括利益合計 67,086 274,446

四半期包括利益 284,576 471,196

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 234,218 439,772

少数株主に係る四半期包括利益 50,357 31,424
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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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

㈱カワタ(6292)　平成26年３月期　第２四半期決算短信

―　7　―




