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1.  平成25年2月期第1四半期の連結業績（平成24年3月1日～平成24年5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1四半期 3,157 19.0 228 54.5 241 36.9 114 48.9
24年2月期第1四半期 2,652 △9.5 148 △5.1 176 △5.7 77 △28.9

（注）包括利益 25年2月期第1四半期 △133百万円 （―％） 24年2月期第1四半期 △182百万円 （―％）

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1四半期 12.00 ―
24年2月期第1四半期 8.06 ―

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1四半期 13,784 9,530 68.1 980.09
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1四半期  9,388百万円 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 ―
25年2月期（予想） 4.00 ― 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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 6,400 8.6 450 19.9 500 13.2 275 17.4 28.70
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。 

※  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1Q 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1Q 42,189 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1Q 9,579,420 株 24年2月期1Q 9,581,026 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国の景気は、耐久財を中心とした堅調な個人消費や震災復旧・復興関連

の本格的な予算執行により緩やかに回復しました。当社グループの主要な取引先である自動車業界では、四輪車が

エコカー補助金の復活により好調な推移となりましたが、政策効果の前倒し終了や欧州財政危機の再燃による海外

需要の停滞の恐れから年後半は不透明感の強い状況が懸念されます。また、二輪車は国内外需要とも盛り上がりに

欠けております。こうしたなか、当第１四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第

１四半期比19.0％増の3,157,567千円となりました。 

 また、利益面につきましては、営業利益は、228,956千円（前年同四半期比54.5％増）となりました。経常利益

は、241,390千円（前年同四半期比36.9％増）、四半期純利益は、114,982千円（前年同四半期比48.9％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１四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735,970千円減少し、13,784,800千円

となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末と比べ311,031千円減少し、7,181,130千円となりました。これは主に、現金及び

預金が350,473千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、424,938千円減少し、6,603,670千円となりました。これは主に、投資有

価証券が410,203千円減少したことなどによります。 

②負債 

当第１四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566,703千円減少し、4,254,621千円と

なりました。 

流動負債は、前連結会計年度末と比べ380,215千円減少し、3,589,909千円となりました。これは主に、短期借入

金が600,850千円減少したことや賞与引当金が97,513千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186,488千円減少し、664,713千円となりました。これは主に、その他のう

ちの繰延税金負債が121,951千円減少したことなどによります。 

③純資産 

当第１四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169,266千円減少し9,530,179千円とな

りました。これは主に、その他有価証券評価差額金が260,463千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） 

当第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（その他）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１四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,341,549 1,991,076

受取手形及び売掛金 3,806,648 3,852,467

商品及び製品 428,331 395,269

仕掛品 251,751 225,418

原材料及び貯蔵品 485,129 439,721

その他 180,622 279,049

貸倒引当金 △1,870 △1,870

流動資産合計 7,492,161 7,181,130

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,942,790 3,956,902

減価償却累計額 △2,028,653 △2,074,019

建物及び構築物（純額） 1,914,136 1,882,882

機械装置及び運搬具 6,941,331 6,951,083

減価償却累計額 △5,901,457 △5,956,437

機械装置及び運搬具（純額） 1,039,874 994,646

土地 1,712,426 1,712,573

建設仮勘定 9,462 63,742

その他 634,560 645,110

減価償却累計額 △603,261 △610,219

その他（純額） 31,300 34,891

有形固定資産合計 4,707,198 4,688,735

無形固定資産   

その他 35,172 38,252

無形固定資産合計 35,172 38,252

投資その他の資産   

投資有価証券 2,220,834 1,810,631

その他 70,350 71,430

貸倒引当金 △4,947 △5,379

投資その他の資産合計 2,286,238 1,876,682

固定資産合計 7,028,608 6,603,670

資産合計 14,520,770 13,784,800
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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１四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,172,697 2,140,996

短期借入金 947,817 346,967

1年内返済予定の長期借入金 278,520 268,020

未払法人税等 103,756 152,372

賞与引当金 112,485 209,998

役員賞与引当金 33,800 8,400

その他 321,050 463,156

流動負債合計 3,970,124 3,589,909

固定負債   

長期借入金 386,570 322,440

退職給付引当金 185,897 186,861

その他 278,733 155,411

固定負債合計 851,200 664,713

負債合計 4,821,325 4,254,621

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 7,618,864

自己株式 △26,206 △26,329

株主資本合計 9,299,435 9,378,370

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 479,233 218,770

為替換算調整勘定 △211,705 △208,510

その他の包括利益累計額合計 267,528 10,259

少数株主持分 132,483 141,550

純資産合計 9,699,445 9,530,179

負債純資産合計 14,520,770 13,784,800
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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３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

売上高 2,652,524 3,157,567

売上原価 2,245,087 2,667,498

売上総利益 407,437 490,069

販売費及び一般管理費 259,282 261,113

営業利益 148,155 228,956

営業外収益   

受取利息 293 198

受取配当金 2,571 644

持分法による投資利益 10,509 8,225

為替差益 2,446 －

スクラップ売却益 11,490 11,085

その他 6,620 6,250

営業外収益合計 33,929 26,403

営業外費用   

支払利息 5,317 4,166

為替差損 － 9,770

その他 426 32

営業外費用合計 5,742 13,968

経常利益 176,342 241,390

特別利益   

固定資産処分益 3,238 －

貸倒引当金戻入額 120 －

特別利益合計 3,358 －

特別損失   

投資有価証券評価損 27,931 23,044

固定資産処分損 － 507

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 34,595 23,551

税金等調整前四半期純利益 145,105 217,839

法人税、住民税及び事業税 67,453 143,428

法人税等調整額 △4,087 △43,243

法人税等合計 63,366 100,186

少数株主損益調整前四半期純利益 81,740 117,654

少数株主利益 4,499 2,671

四半期純利益 77,241 114,982
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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３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 81,740 117,654

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △280,437 △260,463

為替換算調整勘定 16,426 25,520

持分法適用会社に対する持分相当額 △377 △15,929

その他の包括利益合計 △264,387 △250,873

四半期包括利益 △182,648 △133,219

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △191,574 △142,286

少数株主に係る四半期包括利益 8,926 9,067
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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。 

  

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）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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