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1.  平成26年2月期第1四半期の連結業績（平成25年3月1日～平成25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 ％

26年2月期第1四半期 2,944 △6.7 186 △18.3 288 19.3 144 25.3
25年2月期第1四半期 3,157 19.0 228 54.5 241 36.9 114 48.9

（注）包括利益 26年2月期第1四半期 445百万円 （―％） 25年2月期第1四半期 △133百万円 （―％）

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

26年2月期第1四半期 15.04 ―
25年2月期第1四半期 12.00 ―

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

26年2月期第1四半期 15,355 10,708 68.7 1,100.69
25年2月期 14,950 10,302 67.9 1,059.64
（参考） 自己資本  26年2月期第1四半期  10,543百万円 25年2月期  10,150百万円

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

25年2月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
26年2月期 ―
26年2月期（予想） 4.00 ― 4.00 8.00

3. 平成26年 2月期の連結業績予想（平成25年 3月 1日～平成26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) 5,800 △6.9 428 △20.3 503 △13.8 301 △11.2 31.42
通期 12,000 1.9 870 2.8 970 △8.7 582 △3.8 60.76



(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 

（注）詳細は、添付資料P.3「サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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   ：  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） 26年2月期1Q 9,621,550 株 25年2月期 9,621,550 株
② 期末自己株式数 26年2月期1Q 42,444 株 25年2月期 42,335 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年2月期1Q 9,579,114 株 25年2月期1Q 9,579,420 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、サービスや耐久財を中心とした堅調な個人消費や円安によ

る輸出の復調により緩やかに回復しました。昨年の政権交代以降の積極的な経済政策による消費マインドの改善が

功を奏しております。しかし、当社グループの主要な取引先である自動車業界では、国内需要が盛り上がりに欠け

るうえ各社が為替に影響されない海外拠点への生産移転を進展させているため厳しい状況が続いております。こう

したなか、当第１四半期の連結売上高は国内需要の落ち込みが大きく前第１四半期比6.7％減の 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、 千円（前年同四半期比18.3％減）となりました。経常利益

は、 千円（前年同四半期比19.3％増）、四半期純利益は、 千円（前年同四半期比25.3％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405,053千円増加し、 千円

となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末と比べ126,460千円増加し、 千円となりました。これは主に、受取手形

及び売掛金が113,145千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、278,593千円増加し、 千円となりました。これは主に、投資有

価証券が328,937千円増加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1,715千円減少し、 千円とな

りました。 

流動負債は、前連結会計年度末と比べ73,631千円減少し、 千円となりました。これは主に、未払法人

税等が116,380千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71,916千円増加し、 千円となりました。これは主に、長期借入

金が40,500千円減少したことやその他のうちの繰延税金負債が110,638千円増加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406,768千円増加し 千円と

なりました。これは主に、利益剰余金が105,784千円増加したことやその他有価証券評価差額金が216,192千円増加

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26年２月の連結業績予想につきましては、平成25年４月12日付の平成25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

2,944,686

186,957

288,080 144,101

15,355,840

8,176,529

7,179,311

4,646,911

3,243,669

1,403,242

10,708,929
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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 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、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25年３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、これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

   

   

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25年２月28日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,326,427 3,229,354

受取手形及び売掛金 3,263,394 3,376,540

商品及び製品 394,376 377,361

仕掛品 224,587 226,976

原材料及び貯蔵品 486,462 495,495

その他 356,913 472,892

貸倒引当金 △2,090 △2,090

流動資産合計 8,050,069 8,176,529

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,968,955 3,985,784

減価償却累計額 △2,197,617 △2,243,181

建物及び構築物（純額） 1,771,338 1,742,602

機械装置及び運搬具 6,826,932 6,848,233

減価償却累計額 △5,944,340 △5,993,700

機械装置及び運搬具（純額） 882,592 854,532

土地 1,712,718 1,712,964

建設仮勘定 59,978 72,022

その他 664,288 665,834

減価償却累計額 △627,597 △630,967

その他（純額） 36,691 34,866

有形固定資産合計 4,463,318 4,416,988

無形固定資産   

その他 72,411 68,230

無形固定資産合計 72,411 68,230

投資その他の資産   

投資有価証券 2,321,511 2,650,448

その他 48,857 49,025

貸倒引当金 △5,379 △5,379

投資その他の資産合計 2,364,989 2,694,094

固定資産合計 6,900,718 7,179,311

資産合計 14,950,786 15,355,840
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,832,637 1,811,293

短期借入金 272,204 237,985

1年内返済予定の長期借入金 466,570 422,440

未払法人税等 270,067 153,686

賞与引当金 119,258 223,685

役員賞与引当金 33,600 8,400

その他 322,965 386,180

流動負債合計 3,317,300 3,243,669

固定負債   

長期借入金 820,000 779,500

退職給付引当金 185,569 190,998

その他 325,757 432,743

固定負債合計 1,331,325 1,403,242

負債合計 4,648,626 4,646,911

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 8,070,479 8,176,263

自己株式 △26,395 △26,446

株主資本合計 9,829,919 9,935,652

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 493,005 709,197

為替換算調整勘定 △172,428 △101,221

その他の包括利益累計額合計 320,576 607,976

少数株主持分 151,665 165,301

純資産合計 10,302,161 10,708,929

負債純資産合計 14,950,786 15,355,840
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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24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年５月31日) 

売上高 3,157,567 2,944,686

売上原価 2,667,498 2,478,709

売上総利益 490,069 465,977

販売費及び一般管理費 261,113 279,020

営業利益 228,956 186,957

営業外収益   

受取利息 198 198

受取配当金 644 709

持分法による投資利益 8,225 9,618

為替差益 － 79,806

スクラップ売却益 11,085 11,083

その他 6,250 6,226

営業外収益合計 26,403 107,639

営業外費用   

支払利息 4,166 6,458

為替差損 9,770 －

その他 32 58

営業外費用合計 13,968 6,516

経常利益 241,390 288,080

特別利益   

固定資産処分益 － 122

特別利益合計 － 122

特別損失   

投資有価証券評価損 23,044 24,360

固定資産処分損 507 －

会員権評価損 － 170

特別損失合計 23,551 24,530

税金等調整前四半期純利益 217,839 263,672

法人税、住民税及び事業税 143,428 150,571

法人税等調整額 △43,243 △31,858

法人税等合計 100,186 118,713

少数株主損益調整前四半期純利益 117,654 144,959

少数株主利益 2,671 858

四半期純利益 114,982 144,101
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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24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 117,654 144,959

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △260,463 216,192

為替換算調整勘定 25,520 50,526

持分法適用会社に対する持分相当額 △15,929 33,459

その他の包括利益合計 △250,873 300,178

四半期包括利益 △133,219 445,136

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △142,286 431,500

少数株主に係る四半期包括利益 9,067 13,636
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該当事項はありません。 

   

   

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。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等
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