
【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成24年８月10日

【四半期会計期間】 第57期第１四半期（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

【会社名】 北川工業株式会社

【英訳名】 KITAGAWA INDUSTRIES CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　北川　清登

【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市中区千代田二丁目24番15号

　
（同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行

なっております。）

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 愛知県稲沢市目比町東折戸695番地１

【電話番号】 (0587)34-3011

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長　　大田　英治

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所

（愛知県名古屋市中区栄三丁目８番20号）

EDINET提出書類

北川工業株式会社(E02018)

四半期報告書

 1/14



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第56期
第１四半期
連結累計期間

第57期
第１四半期
連結累計期間

第56期

会計期間

自平成23年
４月１日
至平成23年
６月30日

自平成24年
４月１日
至平成24年
６月30日

自平成23年
４月１日
至平成24年
３月31日

売上高（千円） 2,532,6332,307,47010,016,388

経常利益（千円） 93,701 51,454 581,120

四半期（当期）純利益（千円） 54,632 53,164 115,466

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
△85,549△193,239 107,333

純資産額（千円） 26,914,92426,740,67227,020,755

総資産額（千円） 30,011,39129,566,08630,179,072

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
4.40 4.29 9.31

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 89.7 90.4 89.5

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、事業等のリスクについて重要な変更および新たに生じたリスクはありません。 

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

　当第１四半期連結累計期間における世界経済は、欧州における債務問題での混迷や米国景気の足踏み、またそれら

に伴う新興国での成長減速の兆しなどから、総じて先行き不透明な状況が続きました。こうした海外の状況を背景

に再び円高が進行したものの、わが国経済は、震災復興需要の本格化や企業の生産活動の回復などにより、全体とし

ては緩やかな回復の兆しを見せました。

　このような事業環境の中で、当社グループは既存の電機市場に加え、自動車ビジネス市場攻略に向けた本格的な開

発・生産・販売体制を構築し事業拡大に注力する一方、ITOフィルム事業の生産体制・販売体制を強化するなど、新

たな柱となる事業基盤の整備強化に注力してまいりましたが、部品価格競争の激化や円高の進展などから当社グ

ループの当第１四半期連結累計期間の売上高は2,307百万円（前年同期比8.9％減）、営業利益は45百万円（前年同

期比39.7％減）、経常利益は51百万円（前年同期比45.1％減）、四半期純利益は53百万円（前年同期比2.7％減）と

なりました。

　

(2）事業上および財政上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更および新たに生じた課

題はありません。

(3）研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、101百万円であります。

　なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 39,500,000

計 39,500,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成24年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年８月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 13,079,525 13,079,525
名古屋証券取引所

市場第二部
単元株式数100株

計 13,079,525 13,079,525 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成24年４月１日～

平成24年６月30日
－ 13,079,525－ 2,770,000－ 3,915,130

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成24年３月31日）にもとづく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

 平成24年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式    674,200 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 12,376,400 123,764 －

単元未満株式 普通株式　　 28,925 － －

発行済株式総数  　　　  13,079,525 － －

総株主の議決権 － 123,764 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,700株、議決権が17個含まれておりま

す。

②【自己株式等】

 平成24年３月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

北川工業株式会社
愛知県稲沢市目比
町東折戸695番地
１

674,200 － 674,200 5.15

計 － 674,200 － 674,200 5.15

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）にもとづいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定にもとづき、第１四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平

成24年６月30日まで）および第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、有限責任あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,467,853 9,348,638

受取手形及び売掛金 ※
 2,870,678

※
 2,652,408

有価証券 4,601,958 5,002,059

商品及び製品 411,406 436,066

仕掛品 92,364 100,417

原材料及び貯蔵品 97,720 98,214

その他 439,902 496,618

貸倒引当金 △3,296 △2,927

流動資産合計 17,978,587 18,131,497

固定資産

有形固定資産

土地 3,753,892 3,739,656

その他（純額） 3,252,430 3,158,975

有形固定資産合計 7,006,323 6,898,631

無形固定資産

その他 500,329 514,208

無形固定資産合計 500,329 514,208

投資その他の資産

投資有価証券 2,094,816 1,349,642

その他 2,616,974 2,690,319

貸倒引当金 △17,960 △18,213

投資その他の資産合計 4,693,831 4,021,748

固定資産合計 12,200,484 11,434,588

資産合計 30,179,072 29,566,086

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,535,624 1,372,484

未払法人税等 116,543 71,242

賞与引当金 223,980 317,745

その他 483,629 269,069

流動負債合計 2,359,779 2,030,541

固定負債

退職給付引当金 448,223 442,827

役員退職慰労引当金 334,480 －

長期未払金 － 337,030

その他 15,834 15,014

固定負債合計 798,537 794,872

負債合計 3,158,316 2,825,413
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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１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,770,000 2,770,000

資本剰余金 3,915,130 3,915,130

利益剰余金 23,642,439 23,608,767

自己株式 △957,468 △957,476

株主資本合計 29,370,100 29,336,420

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 62,387 69,491

為替換算調整勘定 △2,411,731 △2,665,239

その他の包括利益累計額合計 △2,349,344 △2,595,748

純資産合計 27,020,755 26,740,672

負債純資産合計 30,179,072 29,566,086
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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23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

売上高 2,532,633 2,307,470

売上原価 1,362,908 1,202,016

売上総利益 1,169,725 1,105,454

販売費及び一般管理費 1,094,030 1,059,823

営業利益 75,694 45,630

営業外収益

受取利息 23,326 25,606

受取配当金 3,635 2,957

不動産賃貸料 8,902 11,755

その他 11,549 7,660

営業外収益合計 47,414 47,980

営業外費用

支払利息 400 293

為替差損 25,512 37,103

売上割引 1,106 892

その他 2,388 3,867

営業外費用合計 29,407 42,157

経常利益 93,701 51,454

特別利益

固定資産売却益 166 81,967

投資有価証券売却益 7,931 －

特別利益合計 8,097 81,967

特別損失

固定資産除却損 112 387

投資有価証券売却損 4,466 －

投資有価証券評価損 － 46,548

投資有価証券償還損 － 8,809

特別損失合計 4,578 55,745

税金等調整前四半期純利益 97,220 77,676

法人税等 42,588 24,511

少数株主損益調整前四半期純利益 54,632 53,164

四半期純利益 54,632 53,164
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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23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 54,632 53,164

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △13,162 7,103

為替換算調整勘定 △127,019 △253,507

その他の包括利益合計 △140,181 △246,403

四半期包括利益 △85,549 △193,239

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △85,549 △193,239

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【会計方針の変更等】

（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）

四半期連結財務諸表提出会社

　法人税法の改正に伴い、当第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、改正後の法人税法に基づく減価償却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１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半

期純利益はそれぞれ797千円増加しております。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　

【追加情報】

（役員退職慰労金制度の廃止）

四半期連結財務諸表提出会社

　平成24年６月27日開催の第56回定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議

しました。これに伴い、固定負債の「役員退職慰労引当金」の全額を取り崩し、打ち切り支給額の未払い分

337,030千円を固定負債の「長期未払金」に計上しております。

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※　四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。な

お、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半

期連結会計期間末日残高に含まれております。

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成24年６月30日）

受取手形 52,456千円 55,260千円

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

減価償却費 125,774千円 97,266千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

配当に関する事項

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日

定時株主総会
普通株式 105,446 8.50平成23年３月31日平成23年６月30日利益剰余金

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

配当に関する事項

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月27日

定時株主総会
普通株式 86,836 7.00平成24年３月31日平成24年６月28日利益剰余金

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日　至平成23年６月30日）および当第１四半期連結累計期間

（自平成24年４月１日　至平成24年６月30日）

「電磁波環境コンポーネント・精密エンジニアリングコンポーネント」事業の売上高および営業利益、資産

の金額は、いずれも全事業の90％を超えているため、記載を省略しております。

　

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 4円40銭 4円29銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 54,632 53,164

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 54,632 53,164

普通株式の期中平均株式数（千株） 12,405 12,405

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年８月10日

北川工業株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 柏　木　勝　広

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 楠　元　　　宏

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている北川工業株式会社

の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平成

24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、北川工業株式会社及び連結子会社の平成24年６月30日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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