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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 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかに回復した前年度後半の反動から、輸出や個人消費が
伸び悩み、景気の動きに一服感がみられました。一方、海外では、中国やアジア新興国の経済成長は減速となりま
したが、米国は堅調維持、欧州は改善傾向となり、全体としては緩やかな回復となりました。 
こうした環境下、当社グループでは、素形材事業、産業機械事業の受注が前年度に続き堅調に推移いたしまし

た。 
この結果、当社グループの第１四半期連結累計期間は、売上高6,835百万円（対前年同期比4.1％増）、経常利益

234百万円（前年同期は損失165百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益122百万円（前年同期は損失206百万
円）となりました。 
セグメントの状況 
［素形材事業］ 

鋳造品は、原動機部品の受注が伸び悩みました。精密鋳造品は自動車関連事業からの受注、異形鋼につきま
しては直動システム向けの受注が堅調に推移しました。これらの結果、当事業の売上高は3,039百万円（対前
年同期比10.7％増）となりました。 

［土木建築機材事業］ 
国内公共工事は回復基調にあるものの、発注遅れによる受注量減により、土木関連事業、建築関連事業とも

に売上は伸び悩みました。これらの結果、当事業の売上高は1,992百万円（対前年同期比5.6％減）となりまし
た。 

［産業機械事業］ 
油圧機器につきましては、建設機械向けシリンダーが堅調に推移し、ゴム用射出成型機につきましても自動

車向けを中心に新製品の販売が引き続き好調でありました。これらの結果、当事業の売上高は1,686百万円
（対前年同期比6.4％増）となりました。 

［不動産賃貸事業］ 
当事業の売上高は117百万円（対前年同期比2.5％減）となりました。 

 

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

 連結業績については変更ありません。なお、連結業績予想を見直す必要が生じた場合には、速やかに開示する予

定であります。

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」と

いう。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計

基準」という。）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持

分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上

する方法に変更しております。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定

的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務

諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株

主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間及び前連

結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。 

 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事業

分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間の期首時点から

将来にわたって適用しております。なお、これによる損益に与える影響はありません。 
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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27年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成27年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 4,086,278 4,367,603 

受取手形及び売掛金 9,222,605 9,850,997 

たな卸資産 4,990,867 5,604,404 

未収入金 524,561 551,302 

繰延税金資産 240,834 288,205 

その他 563,599 531,805 

貸倒引当金 △41,280 △35,223 

流動資産合計 19,587,466 21,159,094 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 4,160,481 4,130,438 

機械装置及び運搬具（純額） 4,002,459 4,017,570 

工具、器具及び備品（純額） 394,289 391,738 

土地 4,109,096 4,109,096 

建設仮勘定 73,477 70,615 

有形固定資産合計 12,739,804 12,719,458 

無形固定資産 368,775 359,428 

投資その他の資産    

投資有価証券 2,712,450 2,638,214 

退職給付に係る資産 5,106 5,502 

繰延税金資産 33,159 28,348 

破産更生債権等 41,310 41,310 

その他 387,617 404,904 

貸倒引当金 △45,460 △43,760 

投資その他の資産合計 3,134,184 3,074,520 

固定資産合計 16,242,764 16,153,408 

資産合計 35,830,231 37,312,502 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 4,067,552 3,665,005 

短期借入金 1,100,000 4,500,000 

1年内返済予定の長期借入金 3,961,884 3,661,951 

リース債務 538,096 447,496 

未払法人税等 607,735 115,192 

未払消費税等 257,256 65,462 

未払費用 319,122 392,530 

繰延税金負債 1,287 1,287 

賞与引当金 278,377 450,989 

その他 544,880 608,744 

流動負債合計 11,676,192 13,908,661 

固定負債    

長期借入金 4,213,032 3,453,995 

リース債務 738,673 759,675 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成27年６月30日) 

繰延税金負債 442,671 443,588 

役員退職慰労引当金 231,247 232,591 

退職給付に係る負債 352,529 332,422 

その他 790,116 778,450 

固定負債合計 6,768,270 6,000,723 

負債合計 18,444,463 19,909,384 

純資産の部    

株主資本    

資本金 500,000 500,000 

資本剰余金 688,042 688,042 

利益剰余金 12,469,619 12,518,000 

自己株式 △40,219 △40,219 

株主資本合計 13,617,443 13,665,824 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 1,041,289 1,016,156 

為替換算調整勘定 776,463 749,882 

その他の包括利益累計額合計 1,817,753 1,766,038 

非支配株主持分 1,950,571 1,971,254 

純資産合計 17,385,767 17,403,117 

負債純資産合計 35,830,231 37,312,502 
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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１四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年６月30日) 

売上高 6,563,453 6,835,621 

売上原価 5,534,027 5,566,625 

売上総利益 1,029,426 1,268,995 

販売費及び一般管理費 1,100,828 1,122,205 

営業利益又は営業損失（△） △71,401 146,790 

営業外収益    

受取利息 2,148 3,102 

受取配当金 21,790 24,574 

受取賃貸料 2,670 3,288 

為替差益 - 84,597 

受取保険金 12,022 1,914 

その他 16,784 6,574 

営業外収益合計 55,416 124,051 

営業外費用    

支払利息 25,695 28,426 

為替差損 119,187 - 

その他 4,914 7,618 

営業外費用合計 149,797 36,044 

経常利益又は経常損失（△） △165,782 234,796 

特別利益    

固定資産売却益 6,447 410 

投資有価証券売却益 - 19,164 

特別利益合計 6,447 19,574 

特別損失    

固定資産処分損 1,617 677 

設備移設費用 4,790 - 

その他 950 - 

特別損失合計 7,357 677 

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（△） 
△166,692 253,694 

法人税、住民税及び事業税 66,671 127,523 

法人税等調整額 △7,229 △24,387 

法人税等合計 59,442 103,135 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △226,135 150,559 

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△） 
△19,977 27,877 

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△） 
△206,157 122,681 
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（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年６月30日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △226,135 150,559 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 85,044 △22,167 

為替換算調整勘定 △89,777 △33,627 

その他の包括利益合計 △4,733 △55,794 

四半期包括利益 △230,868 94,764 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 △204,315 70,966 

非支配株主に係る四半期包括利益 △26,553 23,798 
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（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）

該当事項はありません。

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

 

- 7 -

株式会社川金ホールディングス（5614）　平成28年３月期　第１四半期決算短信


