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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 82,050 7.0 1,204 0.2 2,504 58.0 1,288 79.6
24年3月期 76,693 0.4 1,202 △42.4 1,584 △22.5 717 △59.3

（注）包括利益 25年3月期 3,892百万円 （250.1％） 24年3月期 1,111百万円 （7.4％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 20.55 ― 2.9 3.1 1.5
24年3月期 11.43 ― 1.7 2.1 1.6

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  30百万円 24年3月期  62百万円

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

25年3月期 81,814 49,060 56.3 734.01
24年3月期 77,783 45,372 54.9 680.36

（参考） 自己資本   25年3月期  46,040百万円 24年3月期  42,683百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 3,196 △5,445 △88 10,203
24年3月期 4,009 △3,607 △479 12,746

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 3.00 ― 4.00 7.00 439 61.2 1.0
25年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00 501 38.9 1.1
26年3月期(予想) ― 4.00 ― 4.00 8.00 45.6

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）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 41,000 0.3 700 18.5 800 128.0 500 ― 7.97
通期 83,000 1.2 1,800 49.4 1,900 △24.1 1,100 △14.7 17.54



※  注記事項 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  ： 有
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 63,855,994 株 24年3月期 63,855,994 株
② 期末自己株式数 25年3月期 1,131,419 株 24年3月期 1,118,756 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 62,730,774 株 24年3月期 62,742,017 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は
終了しておりません。 

※ 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、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。 



○ 添付資料の目次- 

 

１．経営成績･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  2 

（１）経営成績に関する分析････････････････････････････････････････････････････････  2 

（２）財政状態に関する分析････････････････････････････････････････････････････････  3 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当････････････････････････････････  3 

２．企業集団の状況････････････････････････････････････････････････････････････････  4 

３．経営方針･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  5 

（１）会社の経営の基本方針････････････････････････････････････････････････････････  5 

（２）目標とする経営指標･･････････････････････････････････････････････････････････  5 

（３）中長期的な会社の経営戦略、会社の対処すべき課題･･････････････････････････････  5 

４．連結財務諸表･･････････････････････････････････････････････････････････････････  6 

（１）連結貸借対照表･･････････････････････････････････････････････････････････････  6 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書････････････････････････････････････････  8 

（３）連結株主資本等変動計算書････････････････････････････････････････････････････ 10 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書････････････････････････････････････････････････ 13 

（５）継続企業の前提に関する注記･･････････････････････････････････････････････････ 15 

（６）会計方針の変更･･････････････････････････････････････････････････････････････ 15 

（７）追加情報････････････････････････････････････････････････････････････････････ 15 

（８）連結財務諸表に関する注記事項････････････････････････････････････････････････ 15 

    （セグメント情報）･･････････････････････････････････････････････････････････ 15 

    （１株当たり情報）･･････････････････････････････････････････････････････････ 18 

５．個別財務諸表･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 19 

（１）貸借対照表･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 19 

（２）損益計算書･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 22 

（３）株主資本等変動計算書････････････････････････････････････････････････････････ 23 

（４）継続企業の前提に関する注記･･････････････････････････････････････････････････ 26 

６．その他････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 27 

役員の異動･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 27 

中央発條㈱(5992) 平成25年3月期 決算短信



１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 
当連結会計年度の当社グループが関係する自動車業界では、東日本大震災、タイ大洪水からの復興やエ

コカー補助金等の効果もあり年度前半は生産の回復基調がみられたものの、年度後半は補助金の終了や中

国での販売の減少などもあり、厳しい経営環境が続きました。 
このような状況のなか、当連結会計年度の売上高につきましては、８２０億５千万円となり、前連結会

計年度に比べ５３億５千７百万円（７．０％増）の増収となりました。 
営業利益は、売上増に伴う増益と売価値引などの減益により、前連結会計年度に比べ２百万円   

（０．２％増）増益の１２億４百万円となりました。経常利益は為替相場の影響により前連結会計年度に

比べ９億１千９百万円（５８．０％増）増益の２５億４百万円、当期純利益は前連結会計年度に比べ５億

７千１百万円（７９．６％増）増益の１２億８千８百万円となりました。 
 
（次期の見通しについて） 
日本経済は株式相場の回復などから景気回復の動きが見られますが、国内の自動車生産台数は減少傾向

が続くと予想されます。海外はアジアの新興国を中心に自動車市場は拡大していくものと見込まれますが、

中国における日本車への影響など、先行きは不透明な状況にあります。 
このような状況のなか、次期連結会計年度の業績見通しにつきましては、売上高８３０億円、営業利益 

１８億円、経常利益１９億円、当期純利益は１１億円を見込んでおり、設備投資は４７億円を計画してお

ります。 
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（２）財政状態に関する分析 
①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ４０億３千１百万円増加し、  

８１８億１千４百万円となりました。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ３億４千２百万円増加し、３２７億５千３百万円とな

りました。 

純資産につきましては、４９０億６千万円となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、１０２億３百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ２５億４千２百万円の減少となりました。 

  当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は３１億９千６百万円となりました。これは主に、減価償却費３１億 

４千６百万円及び売上債権の減少額２１億４千５百万円などの資金の増加と仕入債務の減少額３０億６

千５百万円などの資金の減少によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は５４億４千５百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得

による支出５３億８千万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は８千８百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増額４億６

千４百万円などの資金の増加と配当金の支払額５億１百万円などの資金の減少によるものであります。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分につきましては長期安定的な配当の維持を基本に、業績及び配当性向などを総合的に勘案し 
て株主の皆様のご期待にお応えしていきたいと考えております。 

当期の配当金につきましては、第２四半期末に１株につき４円の配当をさせていただきましたが、当 
期後半からの経営環境や経営成績を考慮した結果、期末配当につきましても、１株につき４円とし、年 
間では１株につき８円とさせていただきます。 

また、次期の配当金につきましては、当期と同額を予定しております。 
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２．企業集団の状況 

 

 

 

 

 

　当社の企業集団は、当社、子会社２２社、関連会社１社、その他の関係会社１社で構成され、
ばね及びコントロールケーブルの製造販売等を主な内容とし、更に各事業に関連する物流を展開
しております。

　事業の系統図は次のとおりであります。

　　　トヨタ自動車株式会社　　　その他国内・国外得意先

（国内における製造会社・その他）

連結子会社 中発運輸株式会社

連結子会社 株式会社東郷ケーブル

連結子会社 株式会社セプラス

連結子会社 中発精工株式会社

連結子会社 株式会社岐阜中発

連結子会社 株式会社藤岡中発

連結子会社 株式会社長崎中発

連結子会社 中発テクノ株式会社

連結子会社 株式会社リーレックス

（国内における製造・販売会社）

連結子会社 中発販売株式会社

連結子会社 株式会社エフ.イー.シーチェーン

（海外における製造・販売会社）

連結子会社 CENTRAL SPRING,INC. 　　　　　　　　　(米国)

連結子会社 ACK CONTROLS INC.　　　　　　　　　　 (米国)

連結子会社 CHUO PRECISION SPRING GLASGOW,INC. 　 (米国)

連結子会社 昆山中発六和機械有限公司　　　　　　  (中国)

連結子会社 天津中発華冠機械有限公司　　　　　　  (中国)

連結子会社 昆山中和弾簧有限公司　　　　　　　　　(中国)

連結子会社 天津中星汽車零部件有限公司　　　　　 （中国）

関連会社

（持分法適用会社）

連結子会社 中發工業股フン有限公司　　　　　　　 （台湾）

連結子会社 CHUO THAI CABLE CO.,LTD. 　　　　　　(タイ)

連結子会社 P.T.CHUHATSU INDONESIA　　　  (インドネシア)

連結子会社 P.T.CHUHATSU TECHNO INDONESIA　(インドネシア)

　（注）１．トヨタ自動車㈱ は「その他の関係会社」であります。

　　　　２．CENTRAL SPRING,INC. (米国)につきましては、平成23年2月に解散の決議をしており、

　　　　　　現在清算手続き中です。

　　　　３．平成25年2月8日に孝感中星汽車零部件有限公司（中国）設立の合弁調印を致しました。

天津中発富奥弾簧有限公司　　　　　　　(中国)

　
　
　
　
　
 
中
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３．経営方針 
（１） 会社の経営の基本方針 
当社グループは、優れたものづくり・価値ある商品の創造を基本に、社会への貢献を企業経営の使命と

考え、「創る技術を社会に活かし、人の英知で未来を拓き、夢に向かって挑戦し進歩する」という企業理

念を掲げ、グローバルな経営活動を続けております。 
 当期は厳しい経営環境の中で、以下の６項目を基本方針と定め、事業活動を推進してまいりました。 

① 安全衛生管理体制の強化 
② 品質保証体制の一層の強化 
③ No.1 商品、No.1 技術の実現と新規・既存市場でのビジネス拡大 
④ 他社を凌駕する価格競争力の実現と収益力の強化 
⑤ 活力に満ちた、安全で働きやすい職場づくり 
⑥ 内部統制・コンプライアンス経営の充実 

 
（２） 目標とする経営指標 
当社グループは高収益企業への変革を目指しており、重視している経営指標としましては、営業利益率

の改善であります。 
 
（３） 中長期的な会社の経営戦略、会社の対処すべき課題 

自動車市場は、日本・アメリカ・欧州などの先進国市場が成熟期を迎えている一方、新興国市場は今後

も拡大が見込まれます。当社グループとしましては、新興国市場に求められる低価格ニーズに迅速に対応

するとともに、低燃費に貢献する商品開発や環境に配慮したモノづくりを促進する必要があります。 
このような状況のなか、新たな環境変化に対応した２０１５年までの中期経営計画を策定し、「成長し、

発展し続ける会社」への変革を推し進める所存でございます。 
この「中期経営計画」では、国内での自動車生産減少に対応するための、「企業体質の抜本的強化」を

重点項目と位置づけております。また、「国際競争力の強化」を推進するため、「業界 No.1 技術・製品

の創出」、「品質の向上」、「価格競争力の強化」、「新興国へのビジネス拡大」を着実に推進する所存でござ

います。 
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４．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,827,366 10,367,312

受取手形及び売掛金 17,624,585 16,548,602

商品及び製品 2,318,279 2,602,778

仕掛品 1,804,962 1,604,187

原材料及び貯蔵品 3,690,145 4,055,922

繰延税金資産 1,037,627 988,966

未収入金 346,992 305,876

その他 403,565 817,812

貸倒引当金 △16,387 △25,045

流動資産合計 40,037,136 37,266,414

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 25,274,176 26,367,736

減価償却累計額 △18,300,530 △19,029,329

建物及び構築物（純額） 6,973,645 7,338,407

機械装置及び運搬具 50,228,660 52,697,856

減価償却累計額 △42,687,031 △44,108,121

機械装置及び運搬具（純額） 7,541,628 8,589,734

土地 8,643,098 9,290,165

建設仮勘定 1,528,995 3,628,944

その他 7,997,922 8,484,911

減価償却累計額 △7,225,942 △7,430,331

その他（純額） 771,980 1,054,580

有形固定資産合計 25,459,348 29,901,832

無形固定資産   

のれん 10,392 6,062

その他 321,620 124,039

無形固定資産合計 332,012 130,101

投資その他の資産   

投資有価証券 9,927,435 12,544,473

関係会社出資金 326,421 339,904

長期前払費用 265,798 283,269

繰延税金資産 535,882 492,722

前払年金費用 637,375 605,541

その他 322,882 307,851

貸倒引当金 △60,611 △57,385

投資その他の資産合計 11,955,184 14,516,376

固定資産合計 37,746,544 44,548,309

資産合計 77,783,681 81,814,724
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,864,239 13,638,750

短期借入金 666,529 1,526,247

1年内返済予定の長期借入金 821,920 3,200,000

リース債務 125,716 124,405

未払金 1,427,387 1,932,211

未払費用 1,778,326 1,900,424

未払法人税等 483,879 822,567

賞与引当金 1,452,270 1,510,135

役員賞与引当金 93,749 94,721

製品保証引当金 28,637 28,587

その他 505,302 575,107

流動負債合計 23,247,958 25,353,158

固定負債   

長期借入金 3,200,000 200,000

リース債務 309,394 311,183

繰延税金負債 3,100,363 4,042,995

退職給付引当金 1,581,712 1,693,952

役員退職慰労引当金 323,610 318,290

資産除去債務 107,522 109,982

その他 540,646 724,268

固定負債合計 9,163,249 7,400,672

負債合計 32,411,207 32,753,831

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,837,208 10,837,208

資本剰余金 11,128,923 11,128,923

利益剰余金 18,159,742 18,884,415

自己株式 △540,533 △544,260

株主資本合計 39,585,341 40,306,287

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,136,878 6,903,316

海外子会社の土地再評価差額金 250,420 250,420

為替換算調整勘定 △2,288,968 △1,419,437

その他の包括利益累計額合計 3,098,330 5,734,299

新株予約権 30,171 15,991

少数株主持分 2,658,631 3,004,315

純資産合計 45,372,473 49,060,892

負債純資産合計 77,783,681 81,814,724
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 （連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 76,693,465 82,050,561

売上原価 67,201,198 72,364,405

売上総利益 9,492,266 9,686,156

販売費及び一般管理費 8,289,902 8,481,531

営業利益 1,202,363 1,204,625

営業外収益   

受取利息 18,155 14,971

受取配当金 182,674 201,359

持分法による投資利益 62,173 30,573

為替差益 5,454 1,065,491

その他 257,027 187,811

営業外収益合計 525,486 1,500,208

営業外費用   

支払利息 54,818 66,564

固定資産除売却損 60,546 28,423

固定資産撤去費用 － 38,460

その他 27,931 67,047

営業外費用合計 143,296 200,496

経常利益 1,584,553 2,504,337

特別利益   

固定資産売却益 － 9,178

投資有価証券売却益 339 －

新株予約権戻入益 494 14,180

特別利益合計 833 23,358

特別損失   

固定資産除売却損 10,951 21,333

減損損失 10,035 －

投資有価証券評価損 － 4,561

特別損失合計 20,987 25,895

税金等調整前当期純利益 1,564,398 2,501,801

法人税、住民税及び事業税 684,205 982,117

法人税等調整額 91,063 142,393

法人税等合計 775,268 1,124,510

少数株主損益調整前当期純利益 789,130 1,377,290

少数株主利益 71,705 88,466

当期純利益 717,425 1,288,823
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 （連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 789,130 1,377,290

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 632,416 1,770,467

為替換算調整勘定 △310,809 709,623

持分法適用会社に対する持分相当額 1,240 35,224

その他の包括利益合計 322,848 2,515,315

包括利益 1,111,978 3,892,605

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,056,761 3,685,403

少数株主に係る包括利益 55,217 207,201
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 10,837,208 10,837,208

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,837,208 10,837,208

資本剰余金   

当期首残高 11,128,923 11,128,923

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,128,923 11,128,923

利益剰余金   

当期首残高 17,818,784 18,159,742

当期変動額   

剰余金の配当 △376,466 △501,870

当期純利益 717,425 1,288,823

新規連結子会社増加に伴う減少高 － △190

連結子会社の決算期変更による増減額 － △62,090

当期変動額合計 340,958 724,672

当期末残高 18,159,742 18,884,415

自己株式   

当期首残高 △537,409 △540,533

当期変動額   

自己株式の取得 △3,124 △3,726

当期変動額合計 △3,124 △3,726

当期末残高 △540,533 △544,260

株主資本合計   

当期首残高 39,247,506 39,585,341

当期変動額   

剰余金の配当 △376,466 △501,870

当期純利益 717,425 1,288,823

自己株式の取得 △3,124 △3,726

新規連結子会社増加に伴う減少高 － △190

連結子会社の決算期変更による増減額 － △62,090

当期変動額合計 337,834 720,945

当期末残高 39,585,341 40,306,287
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 4,515,406 5,136,878

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 621,472 1,766,437

当期変動額合計 621,472 1,766,437

当期末残高 5,136,878 6,903,316

海外子会社の土地再評価差額金   

当期首残高 250,420 250,420

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 250,420 250,420

為替換算調整勘定   

当期首残高 △2,006,832 △2,288,968

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △282,135 869,531

当期変動額合計 △282,135 869,531

当期末残高 △2,288,968 △1,419,437

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 2,758,993 3,098,330

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 339,336 2,635,969

当期変動額合計 339,336 2,635,969

当期末残高 3,098,330 5,734,299

新株予約権   

当期首残高 30,665 30,171

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △494 △14,180

当期変動額合計 △494 △14,180

当期末残高 30,171 15,991

少数株主持分   

当期首残高 2,575,927 2,658,631

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 82,704 345,683

当期変動額合計 82,704 345,683

当期末残高 2,658,631 3,004,315
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

純資産合計   

当期首残高 44,613,092 45,372,473

当期変動額   

剰余金の配当 △376,466 △501,870

当期純利益 717,425 1,288,823

自己株式の取得 △3,124 △3,726

新規連結子会社増加に伴う減少高 － △190

連結子会社の決算期変更による増減額 － △62,090

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 421,546 2,967,473

当期変動額合計 759,381 3,688,419

当期末残高 45,372,473 49,060,892
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,564,398 2,501,801

減価償却費 3,301,633 3,146,054

減損損失 10,035 －

のれん償却額 19,236 27,461

退職給付引当金の増減額（△は減少） 92,173 38,854

前払年金費用の増減額（△は増加） 55,336 31,833

受取利息及び受取配当金 △200,830 △216,331

支払利息 54,818 66,564

為替差損益（△は益） △26,995 △446,791

売上債権の増減額（△は増加） △4,461,253 2,145,097

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,091,701 △270,556

仕入債務の増減額（△は減少） 4,595,460 △3,065,467

その他の流動資産の増減額（△は増加） 12,462 △313,749

その他の流動負債の増減額（△は減少） 597,465 46,910

その他の固定負債の増減額（△は減少） △123,664 △124,412

その他 41,714 72,876

小計 4,440,290 3,640,145

利息及び配当金の受取額 239,902 268,646

利息の支払額 △54,308 △65,663

法人税等の支払額 △616,650 △646,301

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,009,233 3,196,826

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 △40,728 △115,710

定期預金の払戻による収入 40,000 40,000

有形固定資産の取得による支出 △3,392,059 △5,380,018

有形固定資産の売却による収入 49,922 43,105

無形固定資産の取得による支出 △124,813 △44,225

貸付けによる支出 △30,475 △26,500

貸付金の回収による収入 35,979 35,865

子会社株式の取得による支出 － △3,964

その他 △145,053 5,672

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,607,228 △5,445,776
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

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） 62,662 464,171

長期借入れによる収入 － 200,000

長期借入金の返済による支出 △24,282 △200,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △165,257 △140,577

少数株主からの払込みによる収入 63,250 121,392

自己株式の取得による支出 △3,124 △3,726

配当金の支払額 △376,912 △501,178

少数株主への配当金の支払額 △35,763 △28,289

財務活動によるキャッシュ・フロー △479,427 △88,209

現金及び現金同等物に係る換算差額 △87,510 227,777

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △164,932 △2,109,380

現金及び現金同等物の期首残高 12,911,538 12,746,606

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 6,542

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物
の期首残高増減額(△は減少)

－ △440,107

現金及び現金同等物の期末残高 12,746,606 10,203,659

中央発條㈱(5992) 平成25年3月期 決算短信

- 14 -



（５）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（６）会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

当社及び一部の国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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。 

なお、従来の方法によった場合と比べて、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益に与える影響は軽微であります。 

 

（７）追加情報 
（連結子会社の事業年度等に関する事項の変更） 

  当連結会計年度より、連結子会社のうち決算日が 12 月 31 日であった ACK CONTROLS INC.、 

CHUO PRECISION SPRING GLASGOW, INC.、中發工業股份有限公司、CHUO THAI CABLE CO.,LTD.、

P.T.CHUHATSU INDONESIA については、連結財務情報のより適正な開示を図るため、決算日を３月 31 日

に変更しております。この決算期変更に伴う平成 24 年１月１日から平成 24 年３月 31 日までの３ヶ月

間の損益は、利益剰余金の増減として調整しております。 

 

（８）連結財務諸表に関する注記事項 
（セグメント情報） 
１．報告セグメントの概要 
  当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で

あり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検証を行う対象となっ

ているものであります。 
  当社グループは、主に自動車部品等を生産・販売しており、国内においては当社及び国内子会社が、

海外においては北米、中国、アジア（台湾、タイ、インドネシア）等の各地域を各海外子会社が、それ

ぞれ担当しております。各子会社の取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を

展開しております。 
  したがって、当社グループは、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、

「日本」、「北米」、「中国」、及び「アジア」の４つを報告セグメントとしております。各報告セグメン

トでは、自動車部品等のほか、住宅機器、電子機器及びその他の製品を生産・販売しております。 
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２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報 
  前連結会計年度（自平成 23 年４月１日 至平成 24 年３月 31 日） 

（単位：千円） 

 日本 北米 中国 アジア 合計 

売 上 高  
外部顧客への売上高 62,188,124 5,708,276 2,539,539 6,257,524 76,693,465
セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

4,321,356 1,846 676,575 1,436,166 6,435,944

計 66,509,480 5,710,123 3,216,115 7,693,690 83,129,409

セグメント利益又は損失
（△） 

2,894,207 △463,964 △52,507 569,215 2,946,950

セグメント資産 63,288,555 3,991,895 2,780,280 4,773,255 74,833,986

その他の項目  

 減価償却費 2,586,941 143,994 160,015 218,318 3,109,269

 のれんの償却費 － － － 19,236 19,236
持分法適用会社への投
資額 

－ － 326,421 － 326,421

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額 

2,992,208 104,548 184,966 646,751 3,928,474

 
  当連結会計年度（自平成 24 年４月１日 至平成 25 年３月 31 日） 

（単位：千円） 

 日本 北米 中国 アジア 合計 

売 上 高  
外部顧客への売上高 62,712,866 8,058,699 2,622,452 8,656,543 82,050,561
セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

5,619,823 7,781 1,131,266 1,805,744 8,564,615

計 68,332,689 8,066,481 3,753,718 10,462,287 90,615,177

セグメント利益又は損失
（△） 

2,926,797 △290,831 △92,076 464,431 3,008,321

セグメント資産 68,324,274 4,727,472 4,037,181 7,837,759 84,926,688

その他の項目  

 減価償却費 2,466,328 147,050 173,268 213,108 2,999,756

 のれんの償却費 － 23,997 － 3,464 27,461
持分法適用会社への投
資額 

－ － 339,904 － 339,904

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額 

3,872,374 624,506 985,316 1,219,991 6,702,189

 
 

中央発條㈱(5992) 平成25年3月期 決算短信

- 16 -



３．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事 
項） 

                               （単位：千円） 
売上高 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 

セグメント間取引消去 

83,129,409  

△6,435,944  

90,615,177  

△8,564,615  

連結財務諸表の売上高 76,693,465  82,050,561  

      
                               （単位：千円） 

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 

未実現利益の消去等 

全社費用（注） 

2,946,950  

34,794  

△1,779,381  

3,008,321  

△70,317  

△1,733,378  

連結財務諸表の営業利益 1,202,363  1,204,625  

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社部門に係る費用であります。 
 

（単位：千円） 
資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 

セグメント間取引消去 

全社資産（注） 

74,833,986  

△3,802,629  

6,752,325  

84,926,688  

△6,049,635  

2,937,671  

連結財務諸表の資産合計 77,783,681  81,814,724  

（注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社での余資運用資金（現金及び預金）、本社建物、

投資有価証券、全社設備等であります。 
 
４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 
  前連結会計年度（自平成 23 年４月１日 至平成 24 年３月 31 日） 
                                        （単位：千円） 

 日本 北米 中国 アジア 合計 

減損損失 － － 10,035 － 10,035

 
  当連結会計年度（自平成 24 年４月１日 至平成 25 年３月 31 日） 

   該当事項はありません。 
 
５．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 
  前連結会計年度（自平成 23 年４月１日 至平成 24 年３月 31 日） 
                                        （単位：千円） 

 日本 北米 中国 アジア 合計 

当期償却額 － － － 19,236 19,236

当期末残高 － － － 10,392 10,392

 
  当連結会計年度（自平成 24 年４月１日 至平成 25 年３月 31 日） 
                                        （単位：千円） 

 日本 北米 中国 アジア 合計 

当期償却額 － 23,997 － 3,464 27,461

当期末残高 － － － 6,062 6,062
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（１株当たり情報） 

 

前連結会計年度 

（自 平成 23 年４月１日 

 至 平成 24 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 24 年４月１日 

 至 平成 25 年３月 31 日） 

１株当たり純資産額 680.36 円          734.01 円

１株当たり当期純利益金額  11.43 円  20.55 円

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（平成 24 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 25 年３月 31 日） 

純資産の部の合計額（千円） 45,372,473 49,060,892 

純資産の部の合計額から控除する 

金額（千円） 
2,688,802 3,020,306 

 （うち新株予約権） (30,171) (15,991) 

 （うち少数株主持分） (2,658,631) (3,004,315) 

普通株式に係る期末の純資産額 

（千円） 
42,683,671 46,040,586 

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた期末の普通株式の数（千株） 
62,737 62,724 

 

３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前連結会計年度 

（自 平成 23 年４月１日 

 至 平成 24 年３月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 24 年４月１日 

 至 平成 25 年３月 31 日）

当期純利益金額（千円） 717,425 1,288,823 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 717,425 1,288,823 

期中平均株式数（千株） 62,742 62,730 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益金額の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権 3 種類（新株予

約権の数 484 個）普通株式

484,000 株 

新株予約権 2 種類（新株予

約権の数 329 個）普通株式

329,000 株 

（開示の省略） 

リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ス

トック・オプション等、企業結合等、資産除去債務、賃貸等不動産に関する注記については、決算短信

における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,537,129 5,973,723

受取手形 280,301 194,164

電子記録債権 1,089,000 980,677

売掛金 13,551,328 11,553,284

製品 730,175 1,134,890

仕掛品 1,289,465 950,121

原材料及び貯蔵品 1,539,261 1,490,455

前渡金 18,356 －

前払費用 67,466 100,960

繰延税金資産 670,861 632,815

短期貸付金 500,883 462,144

未収入金 888,040 733,471

その他 247,078 335,973

貸倒引当金 △7,050 △550

流動資産合計 29,402,299 24,542,131

固定資産   

有形固定資産   

建物 16,348,278 16,755,024

減価償却累計額 △12,171,365 △12,451,422

建物（純額） 4,176,913 4,303,601

構築物 3,604,954 3,617,289

減価償却累計額 △3,066,092 △3,124,711

構築物（純額） 538,861 492,577

機械及び装置 38,710,060 39,166,067

減価償却累計額 △33,803,613 △34,612,429

機械及び装置（純額） 4,906,447 4,553,638

車両運搬具 308,521 323,669

減価償却累計額 △198,075 △176,194

車両運搬具（純額） 110,445 147,475

工具、器具及び備品 5,713,419 5,584,069

減価償却累計額 △5,315,658 △5,241,568

工具、器具及び備品（純額） 397,761 342,500

土地 5,990,474 6,091,214

建設仮勘定 1,053,420 2,351,794

有形固定資産合計 17,174,324 18,282,804

無形固定資産   

商標権 1,916 1,666

ソフトウエア 57,595 65,802

その他 10,872 7,072

無形固定資産合計 70,384 74,541
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,465,849 3,789,909

関係会社株式 12,538,833 14,823,369

関係会社出資金 1,577,429 1,941,606

従業員に対する長期貸付金 33,979 27,052

関係会社長期貸付金 1,760,185 3,872,575

破産更生債権等 1,286 1,039

長期前払費用 7,180 3,193

保険積立金 15,363 －

前払年金費用 637,375 605,541

その他 110,341 108,401

投資損失引当金 △672,019 △916,311

貸倒引当金 △6,391 △129,803

投資その他の資産合計 19,469,413 24,126,574

固定資産合計 36,714,122 42,483,921

資産合計 66,116,422 67,026,052

負債の部   

流動負債   

支払手形 642,707 649,346

買掛金 13,069,427 10,491,975

1年内返済予定の長期借入金 － 3,000,000

リース債務 85,701 89,254

未払金 986,846 1,291,444

未払費用 1,062,613 952,768

未払法人税等 303,115 607,396

未払消費税等 56,877 11,312

前受金 856 －

預り金 174,553 189,334

賞与引当金 1,194,000 1,168,000

役員賞与引当金 55,220 58,140

製品保証引当金 28,637 28,587

設備関係支払手形 136,863 232,913

流動負債合計 17,797,418 18,770,475

固定負債   

長期借入金 3,000,000 －

リース債務 205,371 211,555

長期未払金 493,411 375,020

繰延税金負債 2,088,224 2,968,351

退職給付引当金 1,008,853 1,053,797

役員退職慰労引当金 209,290 193,080

資産除去債務 56,464 57,754

固定負債合計 7,061,615 4,859,559

負債合計 24,859,034 23,630,034
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,837,208 10,837,208

資本剰余金   

資本準備金 11,128,923 11,128,923

資本剰余金合計 11,128,923 11,128,923

利益剰余金   

利益準備金 2,709,302 2,709,302

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金 475,152 454,370

別途積立金 7,402,000 7,402,000

繰越利益剰余金 4,101,047 4,519,903

利益剰余金合計 14,687,501 15,085,575

自己株式 △540,533 △544,260

株主資本合計 36,113,099 36,507,446

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,114,117 6,872,580

評価・換算差額等合計 5,114,117 6,872,580

新株予約権 30,171 15,991

純資産合計 41,257,388 43,396,018

負債純資産合計 66,116,422 67,026,052
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 54,626,797 56,207,009

売上原価   

製品期首たな卸高 657,277 730,175

当期製品製造原価 49,330,622 51,308,492

合計 49,987,900 52,038,668

製品期末たな卸高 730,175 1,134,890

製品売上原価 49,257,724 50,903,778

売上総利益 5,369,072 5,303,231

販売費及び一般管理費 4,800,228 4,849,675

営業利益 568,843 453,556

営業外収益   

受取利息 42,019 56,399

受取配当金 309,718 328,738

為替差益 32,954 1,066,854

固定資産売却益 9,220 4,742

その他 217,111 190,971

営業外収益合計 611,025 1,647,706

営業外費用   

支払利息 36,753 36,926

投資損失引当金繰入額 584,525 244,292

賃貸設備減価償却費 70,847 61,312

貸倒引当金繰入額 － 116,912

その他 52,924 29,159

営業外費用合計 745,051 488,603

経常利益 434,817 1,612,659

特別利益   

新株予約権戻入益 494 14,180

特別利益合計 494 14,180

特別損失   

固定資産除売却損 1,213 20,704

その他 － 3,889

特別損失合計 1,213 24,593

税引前当期純利益 434,098 1,602,246

法人税、住民税及び事業税 269,683 634,188

法人税等調整額 143,660 68,113

法人税等合計 413,343 702,301

当期純利益 20,754 899,944
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 10,837,208 10,837,208

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,837,208 10,837,208

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 11,128,923 11,128,923

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,128,923 11,128,923

資本剰余金合計   

当期首残高 11,128,923 11,128,923

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,128,923 11,128,923

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 2,709,302 2,709,302

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,709,302 2,709,302

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金   

当期首残高 462,487 475,152

当期変動額   

圧縮記帳積立金の積立 34,403 －

圧縮記帳積立金の取崩 △21,738 △20,781

当期変動額合計 12,664 △20,781

当期末残高 475,152 454,370

別途積立金   

当期首残高 9,402,000 7,402,000

当期変動額   

別途積立金の取崩 △2,000,000 －

当期変動額合計 △2,000,000 －

当期末残高 7,402,000 7,402,000
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

繰越利益剰余金   

当期首残高 2,469,423 4,101,047

当期変動額   

圧縮記帳積立金の積立 △34,403 －

圧縮記帳積立金の取崩 21,738 20,781

別途積立金の取崩 2,000,000 －

剰余金の配当 △376,466 △501,870

当期純利益 20,754 899,944

当期変動額合計 1,631,623 418,856

当期末残高 4,101,047 4,519,903

利益剰余金合計   

当期首残高 15,043,213 14,687,501

当期変動額   

圧縮記帳積立金の積立 － －

圧縮記帳積立金の取崩 － －

別途積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △376,466 △501,870

当期純利益 20,754 899,944

当期変動額合計 △355,712 398,074

当期末残高 14,687,501 15,085,575

自己株式   

当期首残高 △537,409 △540,533

当期変動額   

自己株式の取得 △3,124 △3,726

当期変動額合計 △3,124 △3,726

当期末残高 △540,533 △544,260

株主資本合計   

当期首残高 36,471,935 36,113,099

当期変動額   

剰余金の配当 △376,466 △501,870

当期純利益 20,754 899,944

自己株式の取得 △3,124 △3,726

当期変動額合計 △358,836 394,347

当期末残高 36,113,099 36,507,446
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 4,504,909 5,114,117

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 609,208 1,758,462

当期変動額合計 609,208 1,758,462

当期末残高 5,114,117 6,872,580

評価・換算差額等合計   

当期首残高 4,504,909 5,114,117

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 609,208 1,758,462

当期変動額合計 609,208 1,758,462

当期末残高 5,114,117 6,872,580

新株予約権   

当期首残高 30,665 30,171

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △494 △14,180

当期変動額合計 △494 △14,180

当期末残高 30,171 15,991

純資産合計   

当期首残高 41,007,510 41,257,388

当期変動額   

剰余金の配当 △376,466 △501,870

当期純利益 20,754 899,944

自己株式の取得 △3,124 △3,726

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 608,714 1,744,282

当期変動額合計 249,877 2,138,629

当期末残高 41,257,388 43,396,018
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（４）継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 
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６．その他

役員の異動

平成25年6月13日付の予定

1 代表取締役の異動

氏　名 新役職 現役職

濱口
ハマグチ

　宏之
ヒロユキ 代表取締役

専務執行役員
取締役

専務執行役員

牧野
マキ　ノ

　彰夫
アキ　オ 代表取締役

専務執行役員
取締役

専務執行役員

代表取締役の退任予定者

氏　名 現役職

谷口
タニグチ

　義孝
ヨシタカ 代表取締役

副社長執行役員
　当社非常勤顧問に就任予定

2 取締役の異動

(1)新任取締役候補

氏　名 新役職 現役職

坪井
ツボイ

　　学
マナブ 取締役

常務執行役員
技監　実験部部長

(2)退任予定取締役

氏　名 現役職

谷口
タニグチ

　義孝
ヨシタカ 代表取締役

副社長執行役員
　当社非常勤顧問に就任予定

恒川
ツネカワ

　由夫
ヨシ　オ 取締役

専務執行役員
　当社非常勤顧問に就任予定

渡邊
ワタナベ

　明博
アキヒロ 取締役

常務執行役員
　当社技監に就任予定

3 執行役員の異動

(1)新任執行役員候補

氏　名 新役職 現役職

坪井
ツボイ

　　学
マナブ 取締役

常務執行役員
技監　実験部部長

平田
ヒラ　タ

　雄一
ユウイチ

執行役員 シャシばね生産技術部部長

(2)退任予定執行役員

氏　名 現役職

谷口
タニグチ

　義孝
ヨシタカ 代表取締役

副社長執行役員
　当社非常勤顧問に就任予定

恒川
ツネカワ

　由夫
ヨシ　オ 取締役

専務執行役員
　当社非常勤顧問に就任予定

渡邊
ワタナベ

　明博
アキヒロ 取締役

常務執行役員
　当社技監に就任予定
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- 連結1 - 

平成２５年３月期（平成２４.４.１～平成２５.３.３１）                   平成２５年４月２５日 

決算発表（参考資料） 

 

 

 

 

 

（１）連結業績の推移                                                               （百万円） 

期    別 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益 

平成２５年３月期 ８２，０５０  １，２０４ ２，５０４   １，２８８ 

（ 対 前 期 増 減 率 ）  （７．０%）     (０．２%)      (５８．０%)      (７９．６%) 

〔 売 上 高 比 率 〕 〔１００．０%〕   〔１．５%〕    〔３．１%〕 〔１．６%〕

＜ 連 単 倍 率 ＞  ＜１．４６＞  ＜２．６６＞     ＜１．５５＞   ＜１．４３＞ 

平成２４年３月期 ７６，６９３  １，２０２ １，５８４     ７１７ 

平成２３年３月期 ７６，４１６  ２，０８７ ２，０４４   １，７６３ 

平成２２年３月期 ７２，８５４  ２，１４４ ２，３６４   ２，７０７ 

平成２１年３月期 ８１，０７１ △２，４６１ △２，３７３  △３，９９３ 

 

（２）対前期比利益増減要因                              (百万円) 

増 益 要 因 減 益 要 因 

量の増による付加価値の増 

直材費改善 

為替変動 

３，１００

  ３００

１４０

労務費の増 

売価値引 

鋼材価格差損 

経費の増 他 

１，４００

１，１７０

３８０

５８８

計 ３，５４０ 計 ３，５３８

営業利益        ２ 百万円 増益 

為替変動 

 

１，０６０

 

助成金の減 

その他営業外費用の増 

１００

４３

計 ４，６００ 計 ３，６８１

  経常利益      ９１９ 百万円 増益 

 

 

 

 

法人税引当計上差額 

繰延税金資産計上差額 他 

３００

４８

計 ４，６００ 計 ４，０２９

  当期純利益     ５７１ 百万円 増益 

（３）配当状況                                              

 １株当たり年間配当金 

平成２５年３月期 ８円００銭 

平成２４年３月期 ７円００銭 

 

連  結  情  報 

中 央 発 條 株 式 会 社 
    コード番号５９９２ 
     東証・名証第１部 
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- 連結2 - 

（４）連結財政状態                                         (百万円) 

 総資産 純資産 自己資本比率％

平成２５年３月期 ８１，８１４ ４９，０６０ ５６．３ 

平成２４年３月期 ７７，７８３ ４５，３７２ ５４．９ 

増     減 ４，０３１ ３，６８８ １．４ポイント

（５）連結の範囲 

       連結子会社   ２２社（海外１１社、国内１１社）  

持分法適用会社  １社（海外１社）        

 

（６）当期の製品別売上高実績…平成２５年３月期                       （百万円） 

製  品  別 ２５年３月期 ２４年３月期 増減 率 

シ  ャ  シ  ば  ね

精   密   ば   ね

ケ ー ブ ル

そ      の      他

  ２６，８６８ 

  １８，５７６ 

  ２１，１１４ 

  １５，４９１ 

  ２６，５５１ 

  １７，２５０ 

  １７，６０１ 

  １５，２８９ 

３１６ 

 １，３２６ 

３，５１２ 

２０１ 

  １．２％

  ７．７ 

２０．０ 

１．３ 

合    計   ８２，０５０   ７６，６９３  ５，３５７   ７．０ 

 

（７）設備投資額の推移                             （百万円） 

 

   

前 期 実 績 

(平成２４年３月期) 

当 期 実 績 

(平成２５年３月期) 

設 備 投 資 額 ３，８０８ ６，６４１ 

減 価 償 却 費 ３，２４８ ３，２４５ 
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- 単独1 - 

平成２５年３月期（平成２４.４.１～平成２５.３.３１）                   平成２５年４月２５日 
決算発表（参考資料） 

 

 

 
 

 

 
（１）業績推移                                              （百万円） 

期    別 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

平成２５年３月期    ５６，２０７       ４５３     １，６１２       ８９９ 

（対前期増減率） （２．９%）   (△２０．３) (２７０．９) （ ― ） 

〔 売 上 高 比 率 〕    〔１００．０%〕   〔０．８%〕   〔２．９%〕   〔１．６%〕 

平成２４年３月期    ５４，６２６       ５６８       ４３４        ２０ 

平成２３年３月期    ５２，９３４       ８２９     １，２５６     １，２７４ 

平成２２年３月期    ５３，１３９     １，３６８    １，５７７    ２，６３４ 

平成２１年３月期    ５４，９４２   △２，６６４   △２，０９５   △３，５１９ 

 

（２）対前期比利益増減要因                                (百万円) 

増 益 要 因 減 益 要 因 

量の増による付加価値の増 

直材費改善 

減価償却費の減 

構成差 他 

１，１００

２５０

１７５

 ２５

売価値引 

鋼材価格差損 

稼動費の増 

１，１６０

３７０

１３５

計 １，５５０ 計 １，６６５

営業利益       １１５ 百万円 減益 

為替変動 

投資損失引当金 

その他営業外収益の増 

１，０３０

３４０

 ４２

貸倒引当金繰入の増 

 

１２０

 

計 ２，９６２ 計 １，７８５

経常利益     １，１７７ 百万円 増益 

繰延税金資産計上差額 他     ６７ 法人税引当計上差額 ３６５

計  ３，０２９ 計 ２，１５０

当期純利益      ８７９ 百万円 増益 

（３）財政状態                                              (百万円) 

 総資産 純資産 自己資本比率％ 

平成２５年３月期 ６７，０２６ ４３，３９６ ６４．７ 

平成２４年３月期 ６６，１１６ ４１，２５７ ６２．４ 

増     減 ９０９ ２，１３８ ２．３ポイント

 

 

単  独  情  報 

中 央 発 條 株 式 会 社 
    コード番号５９９２ 
     東証・名証第１部 
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（４）当期の製品別売上高実績…平成２５年３月期                      （百万円） 

製  品  別 ２５年３月期 ２４年３月期 増減 率 

シ  ャ  シ  ば  ね

精   密   ば   ね

ケ ー ブ ル

そ      の      他

  ２２，４１３ 

  １４，６５２ 

  １０，５７８ 

   ８，５６１ 

  ２２，２５５ 

  １４，６７９ 

  １０，４１１ 

   ７，２８０ 

 １５８ 

   △２６ 

  １６７ 

 １，２８１ 

  ０．７％

 △０．２ 

１．６ 

１７．６ 

合    計   ５６，２０７   ５４，６２６ １，５８０   ２．９ 

（５）設備投資額の推移                     （百万円） 

 

   

前 期 実 績 

(平成２４年３月期) 

当 期 実 績 

(平成２５年３月期) 

設 備 投 資 額       ２，４８８       ３，２３９ 

減 価 償 却 費       ２，２２０       ２，０８８ 
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