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(百万円未満切捨て)
１．平成28年２月期第３四半期の連結業績（平成27年３月１日～平成27年11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 ％

28年２月期第３四半期 600,103 △0.4 12,857 8.8 16,550 14.2 11,202 28.4

27年２月期第３四半期 602,238 10.9 11,812 14.2 14,498 16.9 8,727 13.6
(注) 包括利益 28年２月期第３四半期 8,375百万円(△63.1％) 27年２月期第３四半期 22,682百万円(△13.0％)
　

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

28年２月期第３四半期 1,163.51 －

27年２月期第３四半期 906.38 －
　

（注）当社は、平成26年９月１日を効力発生日として、普通株式５株を１株とする株式併合を実施しております。
これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益を算定しております。

　

（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 ％

28年２月期第３四半期 461,666 179,915 37.1

27年２月期 484,722 173,195 34.0
(参考) 自己資本 28年２月期第３四半期 171,482百万円 27年２月期 164,922百万円
　
　
　

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

27年２月期 － 15.00 － 80.00 －

28年２月期 － 80.00 －

28年２月期(予想) 80.00 160.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

当社は、平成26年９月１日を効力発生日として、普通株式５株を１株とする株式併合を実施しております。平成27年２月期第２
四半期末の配当金額は当該株式併合前の金額を記載しております。なお、当該株式併合を考慮した場合の平成27年２月期第２四
半期末の配当金額は75円に相当し、年間合計配当金額は155円に相当します。

　

３．平成28年２月期の連結業績予想（平成27年３月１日～平成28年２月29日）
(％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 810,000 △0.8 17,000 5.0 20,000 2.4 13,000 4.2 1,350.18
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

(注) 詳細は、添付資料4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) 28年２月期３Ｑ 9,720,000株 27年２月期 9,720,000株

② 期末自己株式数 28年２月期３Ｑ 91,715株 27年２月期 91,584株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年２月期３Ｑ 9,628,341株 27年２月期３Ｑ 9,628,709株

　
（注）当社は、平成26年９月１日を効力発生日として、普通株式５株を１株とする株式併合を実施しております。

これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、期中平均株式数を算定しております。

　

※ 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
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、四半期決算短信（添付資料）３ページ １．
当四半期決算に関する定性的情報（３）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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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３四半期連結累計期間における世界経済は、米国経済が堅調に推移したものの、中国経済の

減速やＡＳＥＡＮ諸国の成長ペースが鈍化しました。

日本経済は、製造業の生産活動が力強さを欠きましたが、個人消費や北米向け輸出を中心に持ち

直してきました。

このような状況下にあって、当第３四半期連結累計期間における売上高は、6,001億３百万円で前

年同期比0.4％の減収となりました。

損益につきましては、売上総利益が406億40百万円（前年同期比3.0％増）、営業利益が128億57百

万円（前年同期比8.8％増）、経常利益が165億50百万円（前年同期比14.2％増）、純利益は112億２

百万円（前年同期比28.4％増）となりました。

これを事業のセグメント別に見ますと、次のとおりであります。

(鉄鋼)

鉄鋼部門では、価格の下落と建材及び薄板関連の在庫調整が長引いていることにより低調でし

た。

特殊鋼部門では、自動車・建設機械等の国内生産減により微減となりました。

海外では、アジア向けを中心に微増となりました。

鉄鋼セグメント全体では、売上高は2,473億66百万円（前年同期比5.5％減）となりました。

　

(情報・電機)

非鉄金属部門では、国内で原材料の需要低迷により微減となりました。

エレクトロニクス部門では、通信、ＯＡ機器及びＦＡ関連を中心に順調でした。

情報・電機セグメント全体では、売上高は1,268億59百万円（前年同期比4.8％増）となりまし

た。

　

(産業資材)

化成品部門では、樹脂価格の下落及びアジアでの需要低迷により低調でした。

メカトロ部門では、国内の自動車関連を中心に設備機械、部品・工具が堅調でした。

産業資材セグメント全体では、売上高は1,796億26百万円（前年同期比3.5％増）となりました。

　

(生活産業)

配管住設部門及び建設部門では、住宅関連が低調でした。

食品部門では、水産物の輸入及び加工食品の販売が堅調に推移しました。

生活産業セグメント全体では、売上高は462億51百万円（前年同期比0.8％増）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における総資産は4,616億66百万円となり、前連結会計年度末が期末

日休日だった影響に伴う売上債権の減少等により前連結会計年度末に比べて230億56百万円減少し

ました。

　負債は2,817億50百万円となり、前連結会計年度末が期末日休日だった影響に伴う仕入債務の減

少等により前連結会計年度末に比べて297億76百万円減少しました。

　純資産は1,799億15百万円となり、主に利益剰余金の増加により前連結会計年度末に比べて67億

20百万円増加しました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年２月期の業績予想につきましては、価格要因により平成27年３月31日発表の業績予想か

ら変更しております。

連結売上高は、前回予想を400億円下回る8,100億円となる見込みです。連結の営業利益、経常利

益、当期純利益は変更ありません。

なお、個別売上高は、前回予想を300億円下回る5,700億円となる見込みです。個別の営業利益、

経常利益、当期純利益は変更ありません。
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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

　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

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基

準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成

24年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給

付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債

務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定

式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づ

く割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割

引率を使用する方法へ変更しております。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取り扱いに従

って、当第３四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に

伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る資産が56百万円増加し、退職給付

に係る負債が131百万円減少し、利益剰余金が４百万円減少するとともに、少数株主持分が125百万

円増加しております。また、当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
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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：百万円)

前連結会計年度
(平成27年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,450 13,673

受取手形及び売掛金 205,324 187,544

商品及び製品 51,726 48,203

仕掛品 464 3,088

原材料及び貯蔵品 1,803 1,574

その他 10,335 10,986

貸倒引当金 △390 △372

流動資産合計 282,715 264,697

固定資産

有形固定資産 40,845 41,129

無形固定資産 2,084 1,879

投資その他の資産

投資有価証券 136,705 130,705

その他 22,754 23,559

貸倒引当金 △382 △305

投資その他の資産合計 159,077 153,959

固定資産合計 202,007 196,968

資産合計 484,722 461,666
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 128,117 107,733

短期借入金 101,593 98,581

未払法人税等 2,885 1,964

賞与引当金 1,187 2,410

その他 8,592 10,014

流動負債合計 242,376 220,705

固定負債

長期借入金 23,515 21,144

繰延税金負債 39,591 34,219

役員退職慰労引当金 721 734

退職給付に係る負債 1,878 1,732

その他 3,444 3,214

固定負債合計 69,151 61,045

負債合計 311,527 281,750

純資産の部

株主資本

資本金 9,128 9,128

資本剰余金 7,798 7,798

利益剰余金 80,100 89,757

自己株式 △452 △453

株主資本合計 96,574 106,230

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 60,250 59,455

繰延ヘッジ損益 15 8

為替換算調整勘定 3,023 929

退職給付に係る調整累計額 5,058 4,859

その他の包括利益累計額合計 68,348 65,252

少数株主持分 8,272 8,432

純資産合計 173,195 179,915

負債純資産合計 484,722 461,666
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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：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年３月１日
　至 平成26年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年３月１日
　至 平成27年11月30日)

売上高 602,238 600,103

売上原価 562,765 559,463

売上総利益 39,472 40,640

販売費及び一般管理費 27,659 27,783

営業利益 11,812 12,857

営業外収益

受取利息 1,005 1,033

受取配当金 2,052 2,575

持分法による投資利益 733 729

その他 827 881

営業外収益合計 4,619 5,220

営業外費用

支払利息 1,270 1,176

手形売却損 29 20

為替差損 441 83

その他 192 245

営業外費用合計 1,933 1,526

経常利益 14,498 16,550

特別利益

固定資産売却益 14 23

投資有価証券売却益 74 142

その他 1 1

特別利益合計 89 167

特別損失

固定資産処分損 82 12

減損損失 118 －

投資有価証券評価損 0 0

その他 0 2

特別損失合計 201 15

税金等調整前四半期純利益 14,386 16,703

法人税、住民税及び事業税 5,599 5,363

法人税等調整額 △323 △251

法人税等合計 5,275 5,111

少数株主損益調整前四半期純利益 9,110 11,591

少数株主利益 383 389

四半期純利益 8,727 11,202
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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：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年３月１日
　至 平成26年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年３月１日
　至 平成27年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 9,110 11,591

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 12,469 △793

繰延ヘッジ損益 90 △6

為替換算調整勘定 787 △1,722

退職給付に係る調整額 － △204

持分法適用会社に対する持分相当額 225 △487

その他の包括利益合計 13,572 △3,215

四半期包括利益 22,682 8,375

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 22,170 8,106

少数株主に係る四半期包括利益 512 269
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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。

（セグメント情報等）

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

　 前第３四半期連結累計期間（自 平成26年３月１日 至 平成26年11月30日）

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書

計上額
(注)２

鉄鋼 情報・電機 産業資材 生活産業 計

売上高

外部顧客への売上高 261,791 121,020 173,540 45,885 602,238 － 602,238

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,023 1,108 302 1,087 3,522 △3,522 －

計 262,815 122,129 173,843 46,972 605,760 △3,522 602,238

セグメント利益 3,569 2,494 4,551 908 11,523 289 11,812

(注)１. セグメント利益の調整額289百万円は、主に報告セグメントに帰属しない退職給付関連損益であります。

２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　 当第３四半期連結累計期間（自 平成27年３月１日 至 平成27年11月30日）

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書

計上額
(注)２

鉄鋼 情報・電機 産業資材 生活産業 計

売上高

外部顧客への売上高 247,366 126,859 179,626 46,251 600,103 － 600,103

セグメント間の内部売上高
又は振替高

902 1,081 437 1,064 3,485 △3,485 －

計 248,269 127,941 180,063 47,315 603,589 △3,485 600,103

セグメント利益 3,796 2,575 4,736 970 12,078 778 12,857

(注)１. セグメント利益の調整額778百万円は、主に報告セグメントに帰属しない退職給付関連損益であります。

２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

決算短信 （宝印刷）  2015年12月24日 18時38分 11ページ （Tess 1.40 20131220_01）

岡谷鋼機㈱ (7485) 平成28年２月期 第３四半期決算短信

- 9 -


	平成28年２月期第３四半期決算短信
	サマリー情報
	添付資料の目次
	１．当四半期決算に関する定性的情報
	２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
	３．四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（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
	（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項





