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1．平成24年2月期第3四半期の連結業績（平成23年3月1日～平成23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 ％
24年 2月期第3四半期 9,158 △1.1 626 △6.0 718 △3.9 380 △2.4
23年 2月期第3四半期 9,258 40.6 666 － 747 － 389 － 

 

 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
24年 2月期第3四半期 39.68 － 
23年 2月期第3四半期 40.67 － 

 

(2)連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭
24年 2月期第3四半期 14,213 9,274 64.3 953.58
23年 2月期  14,613 9,468 63.9 974.53

(参考)自己資本 24年2月期第3四半期 9,135百万円 23年2月期 9,337百万円 

 

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
23年 2月期  － 3.75 － 3.75 7.50

24年 2月期  － 3.75  

24年 2月期(予想)  － 3.75 7.50

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 

3．平成24年2月期の連結業績予想（平成23年3月1日～平成24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 12,500 1.6 950 18.1 1,000 10.4 600 27.7 62.62

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



 

 

 

4．その他  （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。） 

(1)当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 
(注)当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 

(2)簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 
(注)簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

 

(3)会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 
(注)「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法

等の変更の有無となります。 

 

(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) 24年2月期3Ｑ 9,621,550株 23年2月期 9,621,550株

② 期末自己株式数 24年2月期3Ｑ 40,988株 23年2月期 40,471株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年2月期3Ｑ 9,580,788株 23年2月期3Ｑ 9,581,669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 
上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合が

あります。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国の景気は、東日本大震災後の順調な復旧で急速に持ち直しましたが、

歴史的な円高の進行や海外景気の減速により下振れリスクを抱えた不透明感の強い状況になっております。当社グ

ループの主要な取引先である自動車業界では、四輪車、二輪車とも急ピッチに進んだ震災復旧が奏功して生産水準

を回復しつつありました。しかし、タイの洪水による国内生産への影響や超円高の継続による海外への生産シフト

が進行するなか、挽回生産は力強さを欠いております。こうした状況のもと、当第３四半期連結累計期間の売上高

は9,158,627千円（前年同四半期比1.1％減）となりました。 

 また、利益面につきましては、営業利益は、626,157千円（前年同四半期比6.0％減）となりました。経常利益

は、718,568千円（前年同四半期比3.9％減）、四半期純利益は、380,147千円（前年同四半期比2.4％減）となりま

した。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

①資産 

当第３四半期連結会計期間末の総資産の残高は、前連結会計年度末と比べ400,155千円減少し、14,213,353千円

となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末と比べ710,860千円増加し、7,477,482千円となりました。これは主に、現金及び

預金が338,071千円増加したことや、受取手形及び売掛金が294,497千円増加したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末と比べ、1,111,016千円減少し、6,735,871千円となりました。これは主に、投資

有価証券が802,500千円減少したことなどによります。 

②負債 

当第３四半期連結会計期間末の総負債の残高は、前連結会計年度末と比べ205,494千円減少し、4,939,144千円と

なりました。 

流動負債は、前連結会計年度末と比べ354,703千円増加し、4,119,968千円となりました。これは主に、未払法人

税等が384,927千円減少しましたが、短期借入金が622,344千円増加したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末と比べ560,196千円減少し、819,176千円となりました。これは主に、長期借入金

が213,890千円減少したことなどやその他のうちの繰延税金負債が255,089千円減少したことなどによります。 

③純資産 

当第３四半期連結会計期間末の純資産の残高は、前連結会計年度末と比べ194,661千円減少し9,274,209千円とな

りました。これは主に、利益剰余金が308,291千円増加しましたが、その他有価証券評価差額金が476,341千円減少

したことなどによります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年２月の連結業績予想につきましては、超円高水準の定着・株安による景気減速や欧州の財政金融問題を

背景として自動車需要の鈍化が懸念されますが現時点においては平成23年４月14日付の平成23年２月期決算短信で

発表いたしました連結業績予想から変更はありません。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

  該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 簡便的な会計処理 

たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半期連結会

計期間末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行うこととしております。 

  

固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定してお

ります。 

  

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に、経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化が無いと認められるため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングを利用しております。 

  

② 四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理  

該当事項はありません。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理基準に関する事項の変更 

「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第24号 平成20年３月10

日）を適用しております。 

なお、これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

  

資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。 

なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

  

表示方法の変更 

「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20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用により、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しておりま

す。 

   

２．その他の情報
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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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,995,071 1,656,999

受取手形及び売掛金 4,045,686 3,751,189

商品及び製品 451,817 404,528

仕掛品 244,117 256,528

原材料及び貯蔵品 510,958 495,432

その他 232,357 204,596

貸倒引当金 △2,523 △2,652

流動資産合計 7,477,482 6,766,621

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,931,424 3,928,989

減価償却累計額 △1,982,865 △1,858,294

建物及び構築物（純額） 1,948,559 2,070,695

機械装置及び運搬具 6,950,011 6,851,418

減価償却累計額 △5,887,499 △5,684,769

機械装置及び運搬具（純額） 1,062,512 1,166,649

土地 1,712,390 1,712,550

建設仮勘定 22,722 22,275

その他 632,736 620,775

減価償却累計額 △596,928 △583,557

その他（純額） 35,808 37,218

有形固定資産合計 4,781,991 5,009,387

無形固定資産   

その他 37,212 20,930

無形固定資産合計 37,212 20,930

投資その他の資産   

投資有価証券 1,831,412 2,633,912

その他 90,202 187,647

貸倒引当金 △4,947 △4,990

投資その他の資産合計 1,916,668 2,816,569

固定資産合計 6,735,871 7,846,887

資産合計 14,213,353 14,613,508
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成23年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,273,546 2,196,109

短期借入金 909,725 287,381

1年内返済予定の長期借入金 289,520 305,718

未払法人税等 31,895 416,822

賞与引当金 229,426 113,852

役員賞与引当金 25,350 33,800

その他 360,505 411,582

流動負債合計 4,119,968 3,765,265

固定負債   

長期借入金 451,200 665,090

退職給付引当金 190,050 194,305

その他 177,926 519,978

固定負債合計 819,176 1,379,373

負債合計 4,939,144 5,144,638

純資産の部   

株主資本   

資本金 819,078 819,078

資本剰余金 966,758 966,758

利益剰余金 7,394,423 7,086,132

自己株式 △25,804 △25,566

株主資本合計 9,154,454 8,846,401

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 208,136 684,477

為替換算調整勘定 △226,782 △193,836

評価・換算差額等合計 △18,646 490,641

少数株主持分 138,400 131,827

純資産合計 9,274,209 9,468,870

負債純資産合計 14,213,353 14,613,508
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

売上高 9,258,513 9,158,627

売上原価 7,845,323 7,788,769

売上総利益 1,413,190 1,369,858

販売費及び一般管理費 747,161 743,701

営業利益 666,029 626,157

営業外収益   

受取利息 286 597

受取配当金 16,105 17,860

持分法による投資利益 23,680 28,095

スクラップ売却益 35,580 37,381

その他 30,255 33,267

営業外収益合計 105,906 117,200

営業外費用   

支払利息 20,879 16,591

為替差損 788 6,358

その他 2,812 1,839

営業外費用合計 24,479 24,788

経常利益 747,456 718,568

特別利益   

固定資産処分益 － 3,678

貸倒引当金戻入額 － 970

特別利益合計 － 4,648

特別損失   

投資有価証券評価損 44,517 38,287

固定資産処分損 2,257 1,209

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,664

特別損失合計 46,774 46,161

税金等調整前四半期純利益 700,683 677,055

法人税、住民税及び事業税 359,549 260,349

法人税等調整額 △50,838 23,001

法人税等合計 308,711 283,350

少数株主損益調整前四半期純利益 － 393,705

少数株主利益 2,283 13,558

四半期純利益 389,688 380,147
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 700,683 677,055

減価償却費 484,772 422,400

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,664

投資有価証券評価損益（△は益） 44,517 38,287

貸倒引当金の増減額（△は減少） 301 △172

賞与引当金の増減額（△は減少） 70,100 115,574

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,658 △4,255

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 19,450 △8,450

受取利息及び受取配当金 △16,391 △18,457

支払利息 20,879 16,591

固定資産処分損益（△は益） 2,257 △2,468

売上債権の増減額（△は増加） △147,882 △294,497

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,251 △50,403

仕入債務の増減額（△は減少） 308,737 77,437

持分法による投資損益（△は益） △23,680 △28,095

その他の資産の増減額（△は増加） △33,960 89,490

その他の負債の増減額（△は減少） 113,863 △126,327

小計 1,521,736 910,375

利息及び配当金の受取額 27,190 28,665

利息の支払額 △21,631 △16,766

法人税等の支払額 △87,487 △638,941

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,439,808 283,333

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △800,000

定期預金の払戻による収入 － 400,000

有形固定資産の取得による支出 △62,665 △246,752

有形固定資産の売却による収入 11,600 5,860

投資有価証券の取得による支出 △12,885 △13,040

投資有価証券の売却による収入 － 1,702

無形固定資産の取得による支出 △1,465 △2,416

貸付けによる支出 △2,395 △1,299

貸付金の回収による収入 880 6,552

投資活動によるキャッシュ・フロー △66,932 △649,392

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △152,527 629,804

長期借入れによる収入 400,000 －

長期借入金の返済による支出 △662,728 △230,061

自己株式の取得による支出 △595 △238

配当金の支払額 △71,865 △71,856

リース債務の返済による支出 － △3,884

財務活動によるキャッシュ・フロー △487,716 323,765

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23,716 △19,634

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 861,445 △61,929

現金及び現金同等物の期首残高 675,365 1,656,999

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,536,810 1,595,071
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 該当事項はありません。  

  

〔セグメント情報〕 

当社グループは、ばね製品の製造販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

（追加情報）  

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。  

  

該当事項はありません。   

  

〔退職給付制度の移行〕 

当社は、平成23年12月１日付で適格退職年金制度から確定給付企業年金制度に移行するとともに、退職金規程を

改訂し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。こ

れにより、退職給付債務（過去勤務債務）は186,741千円増加し、当該過去勤務債務を平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額法により償却する予定であります。その結果、当連結会計年度の損益に与える影響は

4,669千円の見込みであります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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