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1.  平成25年2月期第2四半期の連結業績（平成24年3月1日～平成24年8月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

25年2月期第2四半期 6,229 5.7 536 43.0 583 32.1 338 44.7
24年2月期第2四半期 5,894 △1.8 375 △13.2 441 △11.3 234 △9.1

（注）包括利益 25年2月期第2四半期 △8百万円 （―％） 24年2月期第2四半期 △73百万円 （―％）

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

25年2月期第2四半期 35.37 ―
24年2月期第2四半期 24.45 ―

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2月期第2四半期 13,666 9,654 69.6 993.51
24年2月期 14,520 9,699 65.9 998.67
（参考） 自己資本  25年2月期第2四半期  9,517百万円 24年2月期  9,567百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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

24年2月期 ― 3.75 ― 3.75 7.50
25年2月期 ― 4.00
25年2月期（予想） ― 4.00 8.00

3. 平成25年 2月期の連結業績予想（平成24年 3月 1日～平成25年 2月28日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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 13,000 6.2 930 8.4 1,040 5.6 572 8.8 59.71



(1) 当四半期連結累計期間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) 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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年2月期2Q 9,621,550 株 24年2月期 9,621,550 株
② 期末自己株式数 25年2月期2Q 42,316 株 24年2月期 41,888 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期2Q 9,579,368 株 24年2月期2Q 9,580,900 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の景気は、震災復旧・復興予算の着実な執行や耐久財を中心とした堅

調な個人消費により回復基調を辿りましたが、回復ペースは鈍化してきております。当社グループの主要な取引先

である自動車業界では、四輪車はエコカー補助金効果が寄与して好調な推移となりましたが、秋口以降は補助金の

終了、欧州財政金融危機の再燃や中国経済の減速による国内外需要の停滞に加え、長期化する歴史的円高により生

産の海外シフトが加速していることから厳しい状況になることが懸念されます。また、二輪車は国内外需要とも盛

り上がりを欠いております。こうしたなか、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は東日本大震災の影響を強く

受けた前年同四半期比5.7％増の6,229,932千円となりました。 

また、利益面につきましては、営業利益は、536,971千円（前年同四半期比43.0％増）となりました。経常利益

は、583,593千円（前年同四半期比32.1％増）、四半期純利益は、338,829千円（前年同四半期比44.7％増）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２四半期連結会計期間の総資産の残高は、前連結会計年度末と比べ854,080千円減少し、13,666,690千円と

なりました。 

流動資産は、前連結会計年度末と比べ260,547千円減少し、7,231,614千円となりました。これは主に、受取手形

及び売掛金が172,214千円減少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、593,533千円減少し、6,435,075千円となりました。これは主に、投資有

価証券が509,841千円減少したことなどによります。 

②負債 

当第２四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809,491千円減少し、4,011,833千円と

なりました。 

流動負債は、前連結会計年度末と比べ518,749千円減少し、3,451,375千円となりました。これは主に、未払法人

税等が161,297千円増加しましたが、短期借入金が574,339千円減少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290,742千円減少し、560,458千円となりました。これは主に、長期借入金

が118,260千円減少したことやその他のうちの繰延税金負債が169,755千円減少したことなどによります。 

③純資産 

当第２四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44,589千円減少し9,654,856千円とな

りました。これは主に、利益剰余金が302,905千円増加しましたが、その他有価証券評価差額金が338,844千円減少

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25年２月の連結業績予想につきましては、平成24年４月13日付の平成24年２月期決算短信で発表いたしまし 

た第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想から変更はありません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年２月29日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,341,549 2,311,614

受取手形及び売掛金 3,806,648 3,634,434

商品及び製品 428,331 378,193

仕掛品 251,751 232,432

原材料及び貯蔵品 485,129 460,188

その他 180,622 216,793

貸倒引当金 △1,870 △2,040

流動資産合計 7,492,161 7,231,614

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,942,790 3,950,484

減価償却累計額 △2,028,653 △2,109,671

建物及び構築物（純額） 1,914,136 1,840,813

機械装置及び運搬具 6,941,331 6,912,860

減価償却累計額 △5,901,457 △5,959,552

機械装置及び運搬具（純額） 1,039,874 953,308

土地 1,712,426 1,712,478

建設仮勘定 9,462 76,914

その他 634,560 646,209

減価償却累計額 △603,261 △613,433

その他（純額） 31,300 32,776

有形固定資産合計 4,707,198 4,616,289

無形固定資産   

その他 35,172 35,943

無形固定資産合計 35,172 35,943

投資その他の資産   

投資有価証券 2,220,834 1,710,993

その他 70,350 77,229

貸倒引当金 △4,947 △5,379

投資その他の資産合計 2,286,238 1,782,843

固定資産合計 7,028,608 6,435,075

資産合計 14,520,770 13,666,690
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,172,697 2,013,465

短期借入金 947,817 373,478

1年内返済予定の長期借入金 278,520 247,520

未払法人税等 103,756 265,053

賞与引当金 112,485 132,374

役員賞与引当金 33,800 16,800

その他 321,050 402,686

流動負債合計 3,970,124 3,451,375

固定負債   

長期借入金 386,570 268,310

退職給付引当金 185,897 185,911

その他 278,733 106,238

固定負債合計 851,200 560,458

負債合計 4,821,325 4,011,833

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 7,539,806 7,842,711

自己株式 △26,206 △26,386

株主資本合計 9,299,435 9,602,160

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 479,233 140,390

為替換算調整勘定 △211,705 △225,530

その他の包括利益累計額合計 267,528 △85,141

少数株主持分 132,483 137,837

純資産合計 9,699,445 9,654,856

負債純資産合計 14,520,770 13,666,690
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

売上高 5,894,159 6,229,932

売上原価 5,011,859 5,179,035

売上総利益 882,301 1,050,897

販売費及び一般管理費 506,817 513,926

営業利益 375,484 536,971

営業外収益   

受取利息 498 389

受取配当金 16,807 21,616

持分法による投資利益 16,674 15,031

スクラップ売却益 25,945 21,731

その他 25,939 11,502

営業外収益合計 85,863 70,269

営業外費用   

支払利息 10,758 7,486

為替差損 7,441 15,140

その他 1,391 1,022

営業外費用合計 19,590 23,648

経常利益 441,757 583,593

特別利益   

固定資産売却益 3,465 －

特別利益合計 3,465 －

特別損失   

投資有価証券評価損 25,278 3,258

固定資産処分損 1,169 579

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 33,112 3,837

税金等調整前四半期純利益 412,110 579,756

法人税、住民税及び事業税 107,779 259,405

法人税等調整額 61,264 △24,977

法人税等合計 169,044 234,429

少数株主損益調整前四半期純利益 243,067 345,327

少数株主利益 8,845 6,498

四半期純利益 234,222 338,829
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 243,067 345,327

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △313,032 △338,844

為替換算調整勘定 6,033 △2,384

持分法適用会社に対する持分相当額 △9,115 △12,585

その他の包括利益合計 △316,113 △353,813

四半期包括利益 △73,046 △8,485

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △83,942 △13,840

少数株主に係る四半期包括利益 10,895 5,354
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31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 412,110 579,756

減価償却費 280,522 232,491

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） 25,278 3,258

貸倒引当金の増減額（△は減少） △108 602

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,821 19,889

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,627 13

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,900 △17,000

受取利息及び受取配当金 △17,305 △22,006

支払利息 10,758 7,486

固定資産処分損益（△は益） △2,295 579

売上債権の増減額（△は増加） 81,330 172,214

たな卸資産の増減額（△は増加） △84,723 94,399

仕入債務の増減額（△は減少） △66,387 △159,232

持分法による投資損益（△は益） △16,674 △15,031

その他の資産の増減額（△は増加） 67,023 △8,509

その他の負債の増減額（△は減少） △185,165 19,532

小計 511,322 908,442

利息及び配当金の受取額 27,513 34,302

利息の支払額 △10,745 △10,105

法人税等の支払額 △422,306 △103,858

営業活動によるキャッシュ・フロー 105,784 828,781

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 △400,000

定期預金の払戻による収入 400,000 400,000

投資有価証券の取得による支出 △8,857 △14,747

有形固定資産の取得による支出 △225,527 △79,778

有形固定資産の売却による収入 5,401 4,971

無形固定資産の取得による支出 － △5,389

貸付けによる支出 △1,241 △130

貸付金の回収による収入 6,276 606

投資活動によるキャッシュ・フロー △623,949 △94,467

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） 694,787 △575,920

長期借入金の返済による支出 △153,964 △149,260

自己株式の取得による支出 △238 △180

配当金の支払額 △35,929 △35,924

リース債務の返済による支出 △2,474 △2,821

財務活動によるキャッシュ・フロー 502,182 △764,104

現金及び現金同等物に係る換算差額 △142 △145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △16,124 △29,936

現金及び現金同等物の期首残高 1,656,999 1,941,549

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,640,875 1,911,614
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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。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（１）区分別売上高 

①品目別売上高 

（連結） 

単位：千円（未満四捨五入）

  

②業界別売上高 

（連結） 

単位：千円（未満四捨五入）

  

４．補足情報

区分 

前第２四半期連結累計期間 

自 平成23年３月１日 

至 平成23年８月31日 

当第２四半期連結累計期間 

自 平成24年３月１日 

至 平成24年８月31日 

前連結会計年度 

自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29日 

金額 比率(％) 金額 比率(％) 金額 比率(％) 

各種線ばね  1,924,533  32.7  1,944,786  31.2  3,864,601  31.6

各種薄板ばね  1,230,823  20.9  1,224,183  19.7  2,584,682  21.1

パイプ成形加工品  2,184,103  37.1  2,384,499  38.3  4,751,094  38.8

切削加工品他  554,700  9.4  676,465  10.9  1,045,916  8.5

合計  5,894,159  100.0  6,229,932  100.0  12,246,294  100.0

区分 

前第２四半期連結累計期間 

自 平成23年３月１日 

至 平成23年８月31日 

当第２四半期連結累計期間 

自 平成24年３月１日 

至 平成24年８月31日 

前連結会計年度 

自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29日 

金額 比率(％) 金額 比率(％) 金額 比率(％) 

二輪車  1,542,027  26.2  1,562,728  25.1  3,132,131  25.6

四輪車  3,650,360  61.9  4,010,901  64.4  7,750,038  63.3

産業用機械  481,307  8.2  441,980  7.1  937,538  7.7

その他  220,465  3.7  214,323  3.4  426,587  3.5

合計  5,894,159  100.0  6,229,932  100.0  12,246,294  100.0
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