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１． 18年9月中間期の連結業績（平成18年4月1日～平成18年9月30日） 
(1)連結経営成績                （注）金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 
18年9月中間期 
17年9月中間期 

            16,134      △1.8 
16,437      △4.4 

 442     △44.6 
798      △42.0 

  509    △35.7 
792     △42.1 

18年3月期   33,221            1,732                    1,733            
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり 

中間(当期)純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり中間(当期)純利益 

       百万円    ％  円 銭  円 銭 
18年9月中間期 
17年9月中間期 

164      △44.2 
294    △13.2 

4.12       
7.38       

－       
－       

18年3月期   663            16.67       －       
(注) ①持分法投資損益    18年9月中間期 ―          17年9月中間期 △0百万円   18年3月期 △1百万円 
     ②期中平均株式数(連結) 18年9月中間期 39,796,423株 17年9月中間期 39,836,257株 18年3月期 39,824,020株 
     ③会計処理の方法の変更   無 
     ④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前中間期増減率 
 
(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 
18年9月中間期 
17年9月中間期 

27,336 
 26,630 

  13,303 
10,096 

40.0 
37.9 

275.13 
253.56 

18年3月期   26,904 10,794 40.1 271.19 
(注) 期末発行済株式数(連結) 18年9月中間期 39,785,244株 17年9月中間期 39,818,945株 18年3月期 39,803,525株 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
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 

現金および現金同等物 
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円 
18年9月中間期 
17年9月中間期 

1,587 
1,213 

  △376 
△1,062 

  △137 
△1,094 

5,014 
3,885 

18年3月期 2,883 △1,944 △1,943 3,895 
 
(4)連結範囲および持分法の適用に関する事項 

連結子会社数   17社 持分法適用非連結子会社数   ０社 持分法適用関連会社数  ０社 
 
(5)連結範囲および持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)   ０社 (除外)   １社    持分法 (新規)   0社 (除外)   １社 
 
２．19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日） 

 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 

通    期 32,200 860 840 310 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  7円79銭 
 

 

 

※上記の業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。

 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。 

 上記業績予想に関連する事項につきましては、連結添付資料の6ページをご参照ください。 
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１．企業集団の状況 

当社の企業集団は当社、連結子会社17社、非連結子会社４社で構成され、精密ばねの製造販売、精密組立部品

の製造販売、モーターの製造販売を主な内容として事業活動を展開しております。 

当企業集団の事業に係る主要な位置付けは次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 連結子会社 
  ※2 株式会社ストロベリーコーポレーションは㈱ジャスダック証券取引所に上場しております。 

  前期まで連結対象であったカトウスプリング株式会社は平成18年５月１日をもって当社が吸収合併し、解散い

たしました。 

① 精密ばね事業 

当社、KATO SPRING OF CALIFORNIA,INC.、KATO SPRING(SINGAPORE)PTE.LTD.、KATO PRECISION(U.K.)LIMITED、

ADVANEX PRECISION COMPONENTS（DONGGUAN）CO.,LTD．、ADVANEX PRECISION COMPONENTS (DALIAN) CO.,LTD．、

KATO SPRING(THAILAND)LTD.、KATO SPRING(M)SDN.BHD.、KATO SPRING (SHANGHAI)CO.,LTD.およびKATO-ENTEX 

LIMITEDが製造販売を行い、株式会社アキュレイト、ADVANEX (HK) LTD.、KATO FASTENING SYSTEMS, INC.が製

品の販売をしております。 

② 精密組立部品事業 

当社、フジマイクロ株式会社、KATO SPRING  (SINGAPORE)PTE.LTD.、ADVANEX PRECISION  COMPONENTS

（ DONGGUAN ） CO.,LTD ． GUANGZHOU  STRAWBERRY  CORPORATION 、 ADVANEX PRECISION COMPONENTS (DALIAN) 

CO.,LTD．およびFUJI MICRO (GUANGZHOU) LTD.が製造販売を行い、株式会社ストロベリーコーポレーションが

商品の企画、販売をし、ADVANEX (HK) LTD.、株式会社アキュレイト、KATO FASTENING SYSTEMS, INC.および

FUJI MICRO(HONG KONG)LIMITEDが製品の販売をしております。 

③ モーター事業 

当社およびFUJI MICRO(HONG KONG)LIMITEDが販売するほか、フジマイクロ株式会社、FUJI MICRO (GUANGZHOU) 

LTD.が製造販売を行っております。 

 事　　　業　　　内　　　容

精密ばね事業 精密組立部品事業 モーター事業

国

内

ア

ジ

ア

北

米

欧

州

株式会社アキュレイト

株式会社ストロベリーコーポレーション

KATO SPRING OF CALIFORNIA, INC.

KATO　SPRING　(SINGAPORE) PTE.　LTD.

KATO PRECISION （U.K.) LIMITED

KATO　FASTENING　SYSTEMS,　INC.

ADVANEX　(HK)　LTD.

KATO SPRING (M) SDN. BHD.

KATO SPRING (THAILAND) LTD.

KATO-ENTEX LIMITED

KATO SPRING (SHANGHAI) CO., LTD.

FUJI MICRO (HONG KONG) LIMITED

FUJI MICRO (GUANGZHOU) LTD.

ADVANEX PRECISION COMPONENTS (DALIAN) CO., LTD.

ADVANEX PRECISION COMPONENTS (DONGGUAN) CO., LTD.

GUANGZHOU STRAWBERRY
CORPORATION

製造・販売 販売会社

株式会社アドバネクス

※１
※２

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※１

フジマイクロ株式会社
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企業集団の系統図 

企業集団の状況について事業系統図で示すと次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
２．経営方針 
（１）経営の基本方針 

当社グループは、「より良い社会のためにサティスファクション─プラスを提供するネットワークである」

をミッション（企業使命・存在意義）と定め、「アイデア＆ソリューション・デザイン」という事業領域にお

いて、顧客に「なるほど！」を提供する“イノベーションのコンビニエンスストア”として顧客から信頼され

る高収益企業になることを企業目的としています。 

上記のコーポレート・アイデンティティのもと、連結経営を重視し、当社グループの人材・技術リソースを

活かしながら、顧客に価値と満足を提供する提案型企業への転換を引き続き推進してまいります。 

 

（２）利益配分に関する方針 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と位置付け、業績向上と財務体質強化に努めており

ます。業績および事業基盤の安定・拡充に備えるための内部留保充実とのバランスを図りつつ、適正かつ安定

した利益配当を基本としてまいります。 
 

（３）投資単位に対する考え方 

株式の流動性向上、個人株主を含めた投資家層の拡大は当社にとり重要課題と認識しておりますが、現在、

当社株式の流動性は十分確保されていることから、投資単位の引下げにつきましては、当社株価の水準、株式
の需給環境および市場の要請等を勘案し、慎重に対処してまいりたいと考えています。 

 

（４）目標とする経営指標 
当社グループは、中期的目標として連結売上高営業利益率10％の達成を掲げております。また、株主価値の

得　　　　　意　　　　　先

子会社
KATO FASTENING
SYSTEMS，INC．

子会社
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LIMITED

子会社
KATO-ENTEX　LIMITED
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最大化を図るために目標とする経営指標をＲＯＥ（株主資本利益率）として15％を中期的な目標としておりま

す。これらの目標数字を実現するため、収益性と資産効率の向上および財務レバレッジの適正化を図ってまい

ります。 

 

（５）中長期的な経営戦略と対処すべき課題 

当社グループは、連結企業価値向上を目指し、持続的成長を図るため、グループ一丸となって、次の課題に重

点的に取り組んでまいります。 

 

１）精密ばね事業の成長 

ここ数年、成長が鈍化している精密ばね事業の立て直しを図るため、マーケティング戦略、技術戦略を確立

し、成長路線に乗せる施策を実施し、総合精密ばねメーカーとしてのプレゼンスの再確立を目指します。具体

的には、以下の通りです。 

①重点市場と技術・製品開発 

事務機器市場、キーデバイス（電子部品）市場および自動車市場をターゲット市場と見据え、これらの市場

向けに、当社グループのコア技術である精密金属加工技術・成形技術を強化・進化させ創出した高付加価値

技術・製品を、グループネットワークを活かしながら供給してまいります。その実現のため経営資源を集中

投下いたします。 

②事業の効率化 

精密ワイヤースプリング事業を担う子会社のカトウスプリング株式会社を平成18年5月1日付けで当社に簡易

合併いたしました。これにより、精密ばね事業の総合力を高め、経営資源の一元化による効率的な事業推進、

顧客ニーズへの対応を実現してまいります。 

③タングレス・コイルスレッドの拡販 

当社の独自技術で競争力の高い製品であるタングレス・コイルスレッドについて、緊密なグループ内連携の

もと日米欧およびアジアにおいてさらなる事業拡大を行ってまいります。 

 

２）ヒンジ事業の体制強化と業績回復  

ヒンジ事業については、今期売上高・利益とも大幅な減少が見込まれますが、早急に業績の回復を図るため

販売ならびに開発体制の強化を行います。今後も成長が期待できる海外の携帯電話市場をにらんで商品開発を

推進するとともに、国内市場での高機能化に対応するため、真に顧客に密着した開発体制と営業体制を取って

いくことで受注の回復を図ります。また、携帯電話以外の市場拡大に向けて、パソコンなどの電子機器市場や

自動車関連市場への販売も強化してまいります。ヒンジユニットのコアになる部品については内製化比率を高

めるなど、開発・生産・販売の各分野においてグループ内の連携を今後進めてまいります。 

 

３）アジア事業の拡大 

顧客への供給体制整備のため、大連、上海、広州、東莞と当社グループは近年、急ピッチで中国事業を展開

してまいりました。これらの拠点の事業基盤を確実に整備して行くとともに、新たな成長機会を求め、ベトナ

ム等に新しく事業展開を行ってまいります。 

 

４）グループ最適経営 

連結における実効性の高いコーポレート・ガバナンスが命題として与えられている中、内部統制の仕組みの

整備を図りつつ、自律的ネットワーク型経営をさらに進化させ、アドバネクス流の企業統治の確立を図り、集

中と分散、求心力と遠心力の最適化を目指したグループ経営を目指してまいります。 

 

（６）親会社等に関する事項 

   該当する事項はありません。 
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３．経営成績および財政状態 

〔経営成績〕 

（１）当中間期の概況 

当中間期におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の拡大等に支えられ、景気の回復が続きました。

当社関連市場については、国内の携帯電話市場において出荷台数の増加が続き、海外でもＢＲＩＣｓ等の新興

国で携帯電話市場が拡大しましたが、当社グループの主力製品であるヒンジユニットは、特に海外向けを中心

に大幅に価格が下落しました。また、デジタル家電や携帯電話向けの電子部品市場は拡大しましたが、原材料

価格の上昇や他社との競争激化のため、当社の収益環境は厳しい状態が続きました。 

こうした中で、当社は、精密ばね事業において、ＯＡ機器や電子・デバイス向けおよび自動車向け販売に力

を入れ、前年中間期に比べ業績が改善しましたが、携帯電話向けヒンジユニットやインサート成型製品を主と

する精密組立部品事業において、売上高・利益ともに大幅に業績が悪化しました。またモーター事業において

も、売上は堅調に推移したものの、採算低下により利益は減少しました。 

当中間期の連結業績は、売上高・利益とも会社予想を下回る結果となり、売上高16,134百万円（前年同期比

1.8％減）、営業利益442百万円（同44.6％減）、経常利益509百万円（同35.7%減）、中間純利益164百万円

（同44.2％減）となりました。 

 

事業の種類別セグメントの概況は以下のとおりであります。 

①精密ばね事業 
当セグメントの主な製品は、押し・引き・トーションばね、ワイヤーフォーミング、薄板ばねであり、国内

においてＯＡ機器や電子・デバイス向け販売が伸びたことにより、売上高は8,952百万円となり、前年同期と

比べ9.0％増となりました。売上高増加に伴う国内事業の赤字額縮小により、営業利益は258百万円となり、前

年同期に比べ225百万円増加しました。 

②精密組立部品事業 
当セグメントの主な製品は、ヒンジユニット、インサート成型、カードスロット等の複合部品であります。

ヒンジユニットの販売につきましては、特に海外市場向けが高機能製品の構成比の減少と低機能製品の単価下

落の影響で、売上高・利益ともに大幅な減少となりました。またインサート成型製品も、携帯電話向け等で競

争激化のため受注が減少しました。このため売上高は4,597百万円となり、前年同期に比べ24.3％の減収とな

りました。売上減少に伴い製造固定費や販管費の負担が重くなったため、営業利益は115百万円となり、前年

同期に比べ465百万円減少しました。 

③モーター事業 
当セグメントの主な製品は、ＤＣモーターおよびモーターを組み込んだユニット製品であり、住宅関連市場

向けや健康機器市場向け新製品が伸長したため、売上高は2,585百万円となり、前年同期に比べて20.3％増加

しました。しかしながら、これら新製品の収益悪化により、営業利益は62百万円と前年同期比66.3％の減益と

なりました。 

 

所在地別セグメントの概況は以下のとおりであります。 

①日本 
日本国内の売上高は、11,999百万円と前年同期に比べ5.2％の減収になると共に、営業利益においても173百

万円と前年同期比69.2％の減益となりました。これは当社単体の精密組立部品事業ならびにヒンジユニットを

主力製品とする株式会社ストロベリーコーポレーションの業績悪化、モーター事業を行うフジマイクロ株式会

社の減益が主な要因です。 

 

②米国 

米国においては、主に航空機市場向けの雌ねじ補強部品であるタングレス・コイルスレッドの販売が好調で

あったため、売上高は895百万円（対前年同期比6.3％増）、営業利益は87百万円（対前年同期比21.5％増）と



 6

なりました。 

③ヨーロッパ 

ヨーロッパにおいては、タングレス・コイルスレッドや医療機器向け精密ばね製品の販売増により、売上高

は664百万円（対前年同期比17.2％増）、営業利益は58百万円（対前年同期比4.3倍）となりました。 

④アジア 

アジアにおいては、中国の上海および大連でＯＡ機器や電子デバイス向け部品の売上が好調だった一方、シ

ンガポールでＩＴ化等の販管費の増加があったため、売上高は2,575百万円と前年同期比8.6％増加したものの、

営業利益は128百万円と前年同期比12.8%減となりました。 

 

（２）通期の見通し 

国内景気の回復が下期も堅調に続くものと思われますが、当社を取り巻く事業環境には、原材料コストの上

昇、競争激化と製品価格の低下圧力の継続、国内ＩＴ在庫の積みあがり等の懸念材料が予想されます。こうし

た中で、精密ばね事業におきましては、国内事業を中心に業績の改善が続くことが見込まれますが、一方、精

密組立部品事業では、特に携帯電話向けのヒンジユニット販売において国内・海外とも競争激化による販売数

量の減少と製品単価の下落のため、前年に比べ売上・利益とも大幅な業績悪化が見込まれています。また、モ

ーター事業においても売上は好調を維持するものの、製品価格の値上げに伴う利益改善は小幅にとどまる見込

みです。 

以上のことを踏まえ、通期連結業績見通しに関しましては、本年10月27日に修正発表しましたとおり、売上

高32,200百万円（前期比3.1％減）、営業利益860百万円（同50.3％減）、経常利益840百万円（同51.5％減）、

当期純利益310百万円（同53.2％減）を予想しています。 

 

連結業績                                  （単位：百万円、％） 

 通期予想 前年実績 増減 前期比（％） 

売上高 32,200 33,221 △1,021 △3.1 

営業利益 860 1,732 △872 △50.4 

経常利益 840 1,733 △893 △51.5 

当期純利益 310 663 △353 △53.3 

単体業績（ご参考）                             （単位：百万円、％） 

 通期予想 前年実績 増減 前期比（％） 

売上高 13,500 15,191 △1,691 △11.1 

営業利益 △220 △48 △171 ― 

経常利益 △70 151 △221 ― 

当期純利益 160 139 20 14.6 

 

なお、当該予想は、現時点で得られた情報に基づき算定しておりますが、多分に不確実な要素を含んでおります。従

いまして、実際の業績は業況の変化等により当該予想とは異なるものになる可能性があることをご承知おきください。 

 

 

[財政状態] 
当中間期末の連結ベースの資産状況は、総資産が前期末比431百万円増加し、27,336百万円となりました。純

資産(少数株主持分を除く)は151百万円増加して10,946百万円となり、自己資本比率は前期末横這いの40.0％で

あります。 

  当中間期末における現金および現金同等物（以下「資金」という）は前期末に比べ1,118百万円増加し、5,014

百万円となりました。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す。 



 7

① 営業活動によるキャッシュ･フロー 

 営業活動の結果、資金は1,587百万円増加しました。これは主に税金等調整前中間純利益、減価償却費による

資金留保および売上債権の減少に伴う資金増と、法人税等の支払額の増加による資金減によるものです。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果、資金は376百万円減少しました。有形固定資産の取得による資金減が主な要因です。  

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果、資金は137百万円減少しました。配当金の支払による資金減が主な要因です。 

 
なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。 

 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年 

９月中間期 

自己資本比率（％） 35.4 35.4 40.1 40.0 

時価ベースの自己資本比率（％） 104.2 76.2 66.4 42.9 

債務償還年数（年） 4.6 6.4 2.3 ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 9.5 11.0 27.7 36.8 
 

自己資本比率 （％） ： 自己資本/総資産 

時価ベースの自己資本比率 （％） ： 株式時価総額/総資産 

債務償還年数 （年） ： 有利子負債/営業キャッシュ・フロー (中間期は記載しておりません) 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー/利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。 

また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。 

 

[事業等のリスク] 

 当社グループの経営成績、株価および財務状況等に影響をおよぼす可能性のある重要なリスクには以下のよ

うなものがあります。 

 

 (1) 特定の取引先への依存に係るもの 

当社グループは営業活動の効率化を目指し、主要顧客企業に対する売上構成比を高める重点顧客施策を展開し

ております。このことから、主要顧客企業の業績や外注政策等、当社グループが管理できない要因により当社グ

ループの業績と財政状況に悪影響をおよぼす可能性があります。 

  

 (2) 特定の市場への依存に係るもの 

当社グループは携帯電話、ＰＤＡ等からなる携帯情報端末市場向けに、ヒンジユニット、内蔵アンテナ、カメ

ラレンズホルダー、メモリーカードコネクター等、多くの部品を供給しており、この市場への売上依存度が高ま

ってきております。しかしながら、わが国においては携帯電話の普及率が非常に高く、新規需要の伸びは鈍化傾

向にあります。当社グループは製品の高性能化、多機能化による買換え需要の拡大を見込むとともに、海外市場

への販売強化を図って行く方針ですが、製品価格の下落等、今後の市場環境の変化等により当社グループの業績
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と財政状況に悪影響をおよぼす可能性があります。 

  

 (3) 国際的活動および海外進出に係るもの 

当社グループは米国やヨーロッパならびにアジアの日本国外において生産および販売活動を行っております。

これらの海外市場への事業進出に伴い、予期しない政策や法律または規制の変更、テロまたは戦闘行為の発生、

疫病の発生等が当社グループの業績と財政状況に悪影響をおよぼす可能性があります。 

  

 (4) 為替レートの変動に係るもの 

当社グループの国際活動および海外進出に伴い、次のような為替レート変動リスクが内在しており、著しい為

替レート変動が当社グループの業績と財政状況に悪影響をおよぼす可能性があります。 

① 輸出および輸入取引における、外貨建て売上高および仕入高の現地通貨換算における増減。 

② 外貨建て短期債権債務の時価評価における差損益。 

③ 連結財務諸表作成における連結子会社の外貨建て財務諸表の円貨換算高の増減。 

  

 (5) 災害等に係るもの 

当社グループの国内における主な生産拠点は新潟県柏崎市、福島県田村郡小野町であります。これらの地域に

おいて大規模な災害等が起こった場合、当社グループの精密ばねおよび精密組立部品の生産能力が著しく低下す

ると共に、物流に支障を来す可能性があります。 

  

 (6) 原材料価格の変動に係るもの 

中国などによる全世界的な素材需要の高まりにより、ステンレスや伸銅品などの金属材料価格が上昇傾向にあ

ります。この傾向が長期化するとともに、競合他社との激しい価格競争の環境下で販売価格に材料コスト増加分

を転嫁することが困難な場合、当社グループの製造コストの増加と収益率の悪化につながる危険性があります。 

  

 (7) 退職給付債務に係るもの 

当社グループの従業員退職給付費用および退職給付引当金は、割引率、年金資産の期待運用収益率等の数理計

算上で設定される基礎率や前提条件に基づいて算出され、さらに過去の年金資産の運用成果等が反映されており

ます。割引率および年金資産の運用成果の悪化は、当社グループの業績と財政状況に悪影響をおよぼす可能性が

あります。 

  

 (8) 税効果会計に係るもの 

当社グループは事業計画に基づく将来の課税所得の見積額を限度として繰延税金資産を計上しております。前

述のリスク等により業績に悪影響があった場合、繰延税金資産の回収可能性が無いと判断し、これを取崩す可能

性があります。 
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４．生産、受注および販売の状況 

当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで） 

（１）生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
 

事業の種類別セグメント 生産高(千円) 前期比(％) 

精密ばね事業 8,551,415 27.2 

精密組立部品事業 827,453 △27.1 

モーター事業 2,774,526 29.2 

合計 12,153,395 21.5 

(注) １ 金額は、販売価格によっております。 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
３ 上記金額の他に商品仕入実績として、精密ばね事業171,921千円、精密組立部品事業2,307,287千円があ

ります。 

 

（２）受注実績 

当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
 

事業の種類別セグメント 受注高(千円) 前期比(％) 受注残高(千円) 前期比(％) 

精密ばね事業 9,144,424 10.6 2,708,874 25.2 

精密組立部品事業 4,763,328 △28.5 1,261,348 △0.8 

モーター事業 2,695,489 17.3 883,007 17.5 

合計 16,603,242 △3.6 4,853,231 15.9 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（３）販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
 

事業の種類別セグメント 販売高(千円) 前期比(％) 

精密ばね事業 8,952,580 9.0 

精密組立部品事業 4,597,087 △24.3 

モーター事業 2,585,302 20.3 

合計 16,134,970 △1.8 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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１．中間連結財務諸表等 

（１）中間連結財務諸表 

 ①中間連結貸借対照表 

 
 

 
前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額 
(千円) 

構成比 
(％) 

金額 
(千円) 

構成比 
(％) 

金額 
(千円) 

構成比 
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

 １ 現金および預金 ※２  4,509,335   5,211,417   4,495,885  

 ２ 受取手形 
および売掛金 ※４  9,648,042   8,645,214   9,079,546  

 ３ たな卸資産   3,110,133   3,480,494   3,197,592  

 ４ 繰延税金資産   123,566   111,921   119,375  

 ５ その他   440,323   491,333   786,032  

  貸倒引当金   △13,793   △27,452   △21,585  

  流動資産合計   17,817,608 66.9  17,912,928 65.5  17,656,846 65.6 

Ⅱ 固定資産           

 １ 有形固定資産 ※１          

 (1)建物および構築物 ※２  2,587,419   2,576,956   2,629,161  

 (2)機械装置 
および運搬具 

※２ 
 

2,507,943   3,045,829   2,752,295  

 (3)土地 ※２  1,026,962   1,040,193   1,038,978  

 (4)その他   790,921   744,129   721,992  

  有形固定資産合計   6,913,246 26.0  7,407,109 27.1  7,142,427 26.6 

 ２ 無形固定資産           

 (1)ソフトウェア   75,171   105,834   76,230  

 (2)連結調整勘定   11,109   －   7,327  

 (3)のれん   －   58,288   －  

 (4)その他   30,128   43,130   45,019  

  無形固定資産合計   116,409 0.4  207,254 0.8  128,576 0.5 

 ３ 投資その他の資産           

 (1)投資有価証券 ※２  800,793   1,111,422   1,033,118  

 (2)繰延税金資産   420,625   319,973   383,267  

 (3)その他   616,984   427,239   610,192  

   貸倒引当金   △55,515   △49,870   △49,986  

投資その他の資産合計  1,782,888 6.7  1,808,765 6.6  1,976,591 7.3 

   固定資産合計   8,812,544 33.1  9,423,128 34.5  9,247,595 34.4 

  資産合計   26,630,152 100.0  27,336,056 100.0  26,904,442 100.0 
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前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額 
(千円) 

構成比 
(％) 

金額 
(千円) 

構成比 
(％) 

金額 
(千円) 

構成比 
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形および 
  買掛金   3,448,219   3,993,093   3,652,026  

２ 短期借入金 ※２  3,431,199   2,801,531   2,864,827  

３ １年内返済予定 
  長期借入金 ※２  547,400   1,266,400   990,400  

４ 未払法人税等   272,713   224,875   377,867  

５ 賞与引当金   170,000   201,266   197,328  

６ その他   1,101,510   924,998   893,634  

流動負債合計   8,971,043 33.7  9,412,165 34.4  8,976,084 33.3 

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金 ※２  3,700,400   2,874,124   2,967,200  

２ 繰延税金負債   472,275   561,200   546,621  

３ 退職給付引当金   827,910   938,179   895,508  

４ 役員退職慰労 
引当金   323,940   43,305   339,760  

５ その他   35,353   203,642   4,664  

固定負債合計   5,359,879 20.1  4,620,452 16.9  4,753,753 17.7 

負債合計   14,330,922 53.8  14,032,618 51.3  13,729,838 51.0 
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前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額 
(千円) 

構成比 
(％) 

金額 
(千円) 

構成比 
(％) 

金額 
(千円) 

構成比 
(％) 

(少数株主持分)           

少数株主持分   2,202,563 8.3  ―   2,380,178 8.9 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   3,451,610 13.0  ―   3,451,610 12.8 

Ⅱ 資本剰余金   2,577,507 9.7  ―   2,577,601 9.6 

Ⅲ 利益剰余金   4,272,224 16.0  ―   4,643,051 17.2 

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金   176,660 0.6  ―   288,586 1.1 

Ⅴ 為替換算調整勘定   △270,037 △1.0  ―   △48,324 △0.2 

Ⅵ 自己株式   △111,298 △0.4  ―   △118,099 △0.4 

資本合計   10,096,665 37.9  ―   10,794,425 40.1 

負債、少数株主持分 
および資本合計   26,630,152 100.0  ―   26,904,442 100.0 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

 １ 資本金   ―   3,451,610 12.6  ―  

 ２ 資本剰余金   ―   2,577,507 9.4  ―  

 ３ 利益剰余金   ―   4,667,895 17.1  ―  

 ４ 自己株式   ―   △124,230 △0.5  ―  

    株主資本合計   ―   10,572,782 38.7  ―  

Ⅱ 評価・換算差額等           

 １ その他有価証券評 
価差額金   ―   300,729 1.1  ―  

 ２ 為替換算調整勘定   ―   72,630 0.3  ―  

 評価･換算差額等合計   ―   373,359 1.4  ―  

Ⅳ 少数株主持分   ―   2,357,296 8.6  ―  

   純資産合計   ―   13,303,438 48.7  ―  

  負債・純資産合計   ―   27,336,056 100.0  ―  

 



 13

 ②中間連結損益計算書 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額 
(千円) 

百分比 
(％) 

金額 
（千円） 

百分比 
(％) 

金額 
（千円） 

百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   16,437,085 100.0  16,134,970 100.0  33,221,624 100.0 

Ⅱ 売上原価   12,147,221 73.9  12,096,163 75.0  24,550,449 73.9 

   売上総利益   4,289,863 26.1  4,038,807 25.0  8,671,174 26.1 

Ⅲ 販売費および 
  一般管理費           

 １ 発送費  340,057   271,600   562,399   

 ２ 給料手当  1,293,976   1,075,091   2,642,720   

 ３ 賞与引当金 
繰入額  32,002   73,263   57,927   

 ４ 退職給付 
引当金繰入額  36,081   25,494   64,856   

 ５ 役員退職慰労 
引当金繰入額 

 15,820   9,517   31,640   

 ６ 減価償却費  86,081   95,525   190,470   

 ７ その他の経費  1,687,758 3,491,777 21.2 2,046,058 3,596,552 22.3 3,388,913 6,938,927 20.9 

   営業利益   798,086 4.9  442,254 2.7  1,732,247 5.2 

Ⅳ 営業外収益           

 １ 受取利息  11,116   21,757   28,488   

 ２ 受取配当金  7,758   10,457   8,013   

 ３ 受取地代家賃  85   1,534   2,996   

 ４ 保険関連収入  614   4,331   10,711   

 ５ 為替差益  7,068   74,390   ―   

  ６ 屑売却代  19,293   ―   ―   

 ７ その他の 
営業外収益  26,967 72,905 0.4 37,158 149,630 0.9 117,145 167,354 0.5 

Ⅴ 営業外費用           

 １ 支払利息  56,076   43,484   104,244   

 ２ 為替差損  ―   ―   12,456   

 ３ その他の 
営業外費用  22,547 78,623 0.5 39,102 82,586 0.4 49,688 166,388 0.5 

   経常利益   792,368 4.8  509,299 3.2  1,733,213 5.2 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額 
(千円) 

百分比 
(％) 

金額 
（千円） 

百分比 
(％) 

金額 
（千円） 

百分比 
(％) 

Ⅵ 特別利益           

 １ 固定資産売却益 ※１ 3,838   1,241   12,475   

 ２ 関係会社株式 
売却益 ※２ 21,008   －   21,008   

 ３ 投資有価証券 
売却益  11,400   －   11,400   

  ４ その他の特別利益  － 36,247 0.2 12,300 13,541 0.0 69,864 114,748 0.4 

Ⅶ 特別損失           

 １ 固定資産売却損 ※３ 538   1,142   133   

 ２ 固定資産処分損 ※４ 9,063   4,038   33,623   

３ その他の特別損失  ― 9,602 0.0 11,515 16,696 0.1 53,792 87,549 0.3 

税金等調整前中間 
(当期)純利益 

  819,013 5.0  506,144 3.1  1,760,412 5.3 

 法人税、住民税 
 および事業税 

 265,753   209,836   624,368   

 法人税等調整額  139,668 405,422 2.5 72,474 282,310 1.7 175,739 800,107 2.4 

 少数株主利益   119,250 0.7  59,676 0.4  296,387 0.9 

 中間(当期)純利益   294,340 1.8  164,156 1.0  663,917 2.0 
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 ③中間連結剰余金計算書 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額 
(千円) 

金額 
（千円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   2,577,414  2,577,414 

Ⅱ 資本剰余金増加高      

  自己株式処分差益  92 92 187 187 

Ⅲ 資本剰余金中間期末 
（期末）残高 

  2,577,507  2,577,601 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   4,118,602  4,118,602 

Ⅱ 利益剰余金増加高     

  中間(当期)純利益  294,340 294,340 663,917 663,917 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

  配当金  140,718 140,718 139,468 139,468 

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
(期末)残高   4,272,224  4,643,051 
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 ④中間連結株主資本等変動計算書 

 当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）            （単位：千円） 

 

株主資本 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高 3,451,610 2,577,601 4,643,051 △118,099 10,554,163 

中間連結会計期間中の
変動額 

     

剰余金の配当   △139,312  △139,312 

中間純利益   164,156  164,156 

自己株式取得    △7,910 △7,910 

自己株式処分    1,779 1,779 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 

 △94 △0  △94 

中間連結会計期間中の
変動額合計 

 △94 24,844 △6,130 18,619 

平成18年９月30日現在 3,451,610 2,577,507 4,667,895 △124,230 10,572,782 

 

評価・換算差額等  

その他有価証券
評価差額金 

為替換算調整 
勘定 

評価・換算差額
等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高 288,586 △48,324 240,261 2,380,178 13,174,603 

中間連結会計期間中の
変動額 

     

剰余金の配当     △139,312 

中間純利益     164,156 

自己株式取得     △7,910 

自己株式処分     1,779 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 

12,142 120,955 133,098 △22,882 110,121 

中間連結会計期間中の
変動額合計 

12,142 120,955 133,098 △22,882 128,835 

平成18年９月30日現在 300,729 72,630 373,359 2,357,296 13,303,438 
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 ⑤中間連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ･ 

フロー計算書 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

 １ 税金等調整前中間(当期)純利益  819,013 506,144 1,760,412 

 ２ 減価償却費  539,448 507,096 1,145,825 

 ３ 連結調整勘定償却額  1,010 － 1,886 

 ４ のれん償却額  － 10,119 － 

 ５ 貸倒引当金の増減額（減少:△）  △13,571 5,141 △8,356 

 ６ 賞与引当金の増減額  1,000 3,974 26,157 

 ７ 退職給付引当金の増減額  64,059 42,669 131,332 
 ８ 役員退職慰労引当金の増減額 

（減少:△） 
 △347 △296,455 15,473 

 ９ 受取利息および受取配当金  △18,875 △32,214 △36,501 

 10 受取地代家賃  △85 △1,534 △2,996 

 11 保険関連収入  △614 △4,331 △10,711 

 12 持分法による投資利益  713 － － 

 13 支払利息  56,076 43,484 104,244 
 14 為替差損益  4,204 △1,652 △4,942 

 15 固定資産売却益  △3,838 △1,241 △12,475 

 16 固定資産売却損  538 1,142 133 

 17 固定資産処分損  9,063 4,038 33,623 

 18 投資有価証券売却益  △11,400 － △11,400 

 19 投資有価証券売却損  － 570 － 

 20 関係会社株式売却益  △21,008 － △21,008 
 21 売上債権の増減額  288,777 475,717 970,992 

 22 たな卸資産の増減額（増加:△）  127,244 △253,285 144,217 

 23 仕入債務の増減額  133,949 301,427 198,461 

 24 未払消費税等の増減額  103,539 43,551 2,293 

 25 その他  △95,634 591,757 △545,600 

    小計  1,983,264 1,946,119 3,881,059 

 26 利息および配当金の受取額  19,047 31,877 88,590 

 27 地代家賃の受取額  85 1,744 2,285 

 28 保険関連収入の受取額  614 4,331 10,711 

 29 利息の支払額  △52,335 △43,169 △99,984 
 30 法人税等の支払額  △736,721 △353,363 △999,506 

   営業活動によるキャッシュ・フロー  1,213,956 1,587,540 2,883,156 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ･ 

フロー計算書 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     
 １ 有形固定資産の取得による支出  △1,059,635 △810,789 △1,970,650 

 ２ 有形固定資産の売却による収入  5,233 11,319 27,730 

 ３ 無形固定資産の取得による支出  △19,209 △38,348 △28,098 

 ４ 投資有価証券の取得による支出  △96,199 △102,005 △90,773 

 ５ 投資有価証券の売却による収入  86,905 41,337 62,100 

 ６ 関係会社株式の取得による支出  ― △69,973 ― 
 ７ 関係会社株式の売却による収入  ― ― 24,717 

 ８ 定期預金預入による支出  ― △6,637 ― 

 ９ 定期預金払出による収入  12,757 410,000 38,546 

 10 その他投資による支出  △89,155 △420 △60,376 

 11 その他投資による収入  96,567 188,752 52,457 

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,062,735 △376,765 △1,944,347 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

 １ 短期借入れによる増減（減少:△）  △948,336 △104,960 △1,500,462 

 ２ 長期借入れによる収入  1,300,000 439,461 1,300,000 

 ３ 長期借入金の返済による支出  △1,252,775 △257,200 △1,542,976 

 ４ 自己株式の取得による支出  △14,520 △7,910 △21,611 

 ５ 自己株式の処分による収入  258 1,779 642 

 ６ 親会社による配当金の支払額  △138,172 △138,795 △138,541 

 ７ 少数株主への配当金の支払額  △40,611 △69,563 △40,670 

   財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,094,158 △137,188 △1,943,620 

Ⅳ 現金および現金同等物に係る換算差額  37,937 44,917 110,068 

Ⅴ 現金および現金同等物の増加額 
  又は減少額(△)  △905,000 1,118,504 △894,743 

Ⅵ 現金および現金同等物期首残高  4,790,726 3,895,983 4,790,726 

Ⅶ 現金および現金同等物中間期末(期末) 
残高 

 3,885,726 5,014,488 3,895,983 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
 当中間連結会計期間 (自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
 
１ 連結の範囲に関する事項 
 当社は子会社を連結の範囲に含めております。当中間連結財務諸表に含まれた連結子会社数および連結子会社名

は次のとおりであります。 
  連結子会社数 17社 
  連結子会社名  

株式会社アキュレイト 
株式会社ストロベリーコーポレーション 
フジマイクロ株式会社 

KATO SPRING OF CALIFORNIA,INC. 
KATO SPRING (SINGAPORE) PTE.LTD. 
KATO PRECISION (U.K.) LIMITED 

KATO FASTENING SYSTEMS,INC. 
ADVANEX (HK) LTD. 
ADVANEX PRECISION COMPONENTS（DALIAN）CO.,LTD. 

ADVANEX PRECISION COMPONENTS（DONGGUAN）CO.,LTD. 
GUANGZHOU STRAWBERRY CORPORATION 
KATO SPRING (M) SDN.BHD. 

KATO SPRING (THAILAND) LTD. 
KATO-ENTEX LIMITED 
KATO SPRING (SHANGHAI) CO.,LTD. 

FUJI MICRO (HONG KONG) LIMITED 
FUJI MICRO (GUANGZHOU) LTD. 

 
 非連結子会社名は次のとおりであります。 
  STRAWBERRY（H.K.）LIMITED 
  STRAWBERRY (SHANGHAI) CORPORATION 
  KATO SPECTRA SPRING INDIA PVT.LTD. 
    KATO SPRING (VIETNAM) LTD. 
 
 連結の範囲から除いた理由 
  非連結子会社はそれぞれ小規模であり、合計の総資産、売上高、中間純損益（持分に見合う額）および利益剰余
金（持分に見合う額）等は、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響をおよぼしていないためであります。 

 
前期まで連結対象であったカトウスプリング株式会社は平成18年５月１日をもって当社が吸収合併し、解散いたし

ました。 
 
２ 持分法の適用に関する事項 
 持分法を適用した関連会社名称 

       ― 
 持分法を適用していない非連結子会社名称 
  STRAWBERRY (H.K.) LIMITED              
  STRAWBERRY (SHANGHAI) CORPORATION 
  KATO SPECTRA SPRING INDIA PVT.LTD. 
    KATO SPRING (VIETNAM) LTD. 
 
 持分法を適用しない理由 
  持分法非適用会社はそれぞれ中間純損益（持分に見合う額）および連結剰余金（持分に見合う額）等からみて、
持分法の対象から除いても中間連結財務諸表におよぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、
持分法の適用から除外しております。 

  前期まで持分法を適用していたSHANGHAI DIABELL-STRAWBERRY CO.,LTD.については、平成18年５月30日をもって
持分を売却し、関係会社でなくなっております。 
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３ 連結子会社の決算日等に関する事項 

 連結子会社の中間決算日が中間連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。 
会社名  中間決算日 

KATO SPRING (SHANGHAI) CO.,LTD. 

FUJI MICRO (GUANGZHOU) LTD. 
ADVANEX PRECISION COMPONENTS（DALIAN）CO.,LTD. 
ADVANEX PRECISION COMPONENTS（DONGGUAN）CO.,LTD. 

GUANGZHOU STRAWBERRY CORPORATION 

 6月30日   ※1 

6月30日   ※1 
6月30日   ※1 
6月30日   ※1 

6月30日   ※1 
※1 中間連結決算日現在で中間決算に準じた仮決算を行った財務諸表を基礎としております。 

 
４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準および評価方法 
  ① 有価証券 
   その他有価証券 

   時価のあるもの 
    中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法 

(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 

   時価のないもの 
    移動平均法による原価法 
  ② デリバティブ 
   時価法 
  ③ たな卸資産 
   商品、製品および仕掛品…主として総平均法による原価法 

   原材料…主として月別移動平均法による原価法 
   貯蔵品…最終仕入原価法 
 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 
  ① 有形固定資産 
   定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降取得した建物(建物付属設備を除く)について 
   は、定額法を採用しております。また、在外子会社については、主として定額法を採用しております。 
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 
    建物および構築物    ３～50年 

    機械装置および運搬具  ２～20年 
  ② 無形固定資産 
   定額法を採用しております。 
   なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用してお 
   ります。 
 
 (3) 重要な引当金の計上基準 
  ① 貸倒引当金 
   債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 
  ② 賞与引当金 
   当社および国内連結子会社は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により当中

間連結会計期間末に見合う分を計上しております。 
  ③ 退職給付引当金 
   従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づ 
   き、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 
   数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の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按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。 
  ④ 役員退職慰労引当金 
   当社は、役員の退職慰労金支給に充てるため、内規に基づく要支給額を計上しておりましたが、平成18年６月

29日開催の定時株主総会において役員退職慰労金制度の廃止を決議し、これに伴い役員退職慰労金に係る内規
を廃止いたしました。 
上記決議に基づき、当連結会計年度において役員退職慰労引当金を全額取崩し、打ち切り支給額の未払分
173,693千円については固定負債「その他」に含めて表示しております。なお、国内連結子会社の一部は、役
員の退職慰労金の支出に備え、内規に基づく中間連結会計期間末要支給額を計上しております。 
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 (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
す。 

  なお、在外子会社等の資産および負債は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益および費用は期
中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定および少数株主持分に含めて
おります。 

 
 (5) 重要なリース取引の処理方法 
  当社および国内連結子会社は、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・ 
  リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 
 
 
 (6) 重要なヘッジ会計の方法 
  ① ヘッジ会計の方法 
   繰延ヘッジ処理を採用しております。 
   なお、金利スワップについては、特例処理の要件を満たす場合は特例処理を行っております。 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 
(ヘッジ手段) (ヘッジ対象) 
金利スワップ 借入金利 

  ③ ヘッジ方針 
   通常の事業活動における金利変動リスクをヘッジしており、投機目的の取引は行わない方針であります。 
  ④ ヘッジの有効性評価の方法 
   ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の変動額の累計額とを比較して有効性の判定をしております。 
   ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。 
 
(7) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項 

   消費税等の会計処理 
   消費税および地方消費税の会計処理は、税抜処理によっております。 
 
５ 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 
 手許現金、要求払預金および取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、 
 かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなります。 
 
会計処理の変更 

 当中間連結会計期間 (自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
 (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等) 

当中間連結会計期間から｢貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準｣(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日企業会計基準第５号)および｢貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針｣(企業会計基準
委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号)を適用しております。 
なお、従来の｢資本の部｣の合計に相当する金額は10,946,142千円であります。 

中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会計期間における中間連結財務諸表は、改正後の中間連結財務
諸表規則により作成しております。 
 

(企業結合に係る会計基準等) 
 当中間連結会計期間から｢企業結合に係る会計基準｣(企業会計審議会平成15年10月31日)および｢事業分離等に関
する会計基準｣(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第７号)並びに｢企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針｣(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適用指針第10号)を適
用しております。 
 中間連結財務諸表規則の改正による中間連結財務諸表の表示に関する変更は以下のとおりであります。 

 (中間連結貸借対照表関係) 
  前中間連結会計期間において「連結調整勘定」として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「のれ
ん」と表示しております。 

(中間キャッシュ・フロー計算書) 
 前中間連結会計期間において「連結調整勘定償却額」として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「の
れん償却額」と表示しております。 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 
 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計 
額は、13,105,349千円であり 
ます。 

 
※２ 担保資産 
 (1) 担保に供している資産は次の

とおりであります。 
建物 1,245,402千円

土地 564,769千円

機械装置 1,189,266千円

投資有価証券 55,841千円

定期預金 140,000千円

計 3,195,279千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
は、14,156,238千円でありま
す。 
 

※２ 担保資産 
 (1) 担保に供している資産は次のと

おりであります。 
建物 1,224,235千円

土地 564,769千円

機械装置 1,374,697千円

定期預金 140,000千円

計 3,303,701千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計 
額は、13,630,460千円であ 
ります。 

 
※２ 担保資産 
 (1) 担保に供している資産は次の

とおりであります。 
建物 1,270,045千円

土地 564,769千円

機械装置 1,319,729千円

定期預金 140,000千円

計 3,294,544千円
 

 (2) 上記に対応する債務は次のと
おりであります。 

長期借入金 1,450,400千円
一年内返済予定
分 266,400千円

短期借入金 1,960,000千円

計 3,676,800千円
 

 (2) 上記に対応する債務は次のとお
りであります。 

長期借入金 1,684,000千円
一年内返済予定
分 766,400千円

短期借入金 1,400,000千円

計 3,850,400千円
 

 (2) 上記に対応する債務は次のと
おりであります。 

長期借入金 1,817,200千円
一年内返済予定
分 766,400千円

短期借入金 1,400,000千円

計 3,983,600千円
 

３ 当社においては、運転資金の 
効率的な調達を行うため取引 
銀行３行と貸出コミットメン 
ト契約を締結しております。 
当中間連結会計期間末にお 
ける貸出コミットメントに係 
る借入金未実行残高等は次の 
とおりであります。 

貸出コミットメ
ントの総額 

3,000,000千円

借入実行残高 600,000千円

差引額 2,400,000千円

 

３ 当社においては、運転資金の効 
率的な調達を行うため取引銀行 
３行と貸出コミットメント契約 
を締結しております。 
当中間連結会計期間末における 

   貸出コミットメントに係る借入 
金未実行残高等は次のとおりで 
あります。 

貸出コミットメ
ントの総額 

3,000,000千円

借入実行残高 －

差引額 3,000,000千円

  
※４ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手
形交換日を持って決済処理し
ております。 
なお、当中間連結会計期間末日
が金融機関の休日であったた
め、次の中間連結会計期間末日
満期手形が、中間連結会計期間
末残高に含まれております。 

受取手形       85,182千円 

３ 当社においては、運転資金の 
効率的な調達を行うため取引 
銀行３行と貸出コミットメン 
ト契約を締結しております。 
当連結会計年度末における貸 
出コミットメントに係る借入 
金未実行残高等は次のとおり 
であります。 

貸出コミットメ
ントの総額 

3,000,000千円

借入実行残高 －

差引額 3,000,000千円
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(中間連結損益計算書関係) 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 固定資産売却益の内容は、機
械装置3,838千円であります。 

※１ 固定資産売却益の内容は、車
両1,241千円であります。 

※１ 固定資産売却益の内容は、機
械装置4,724千円、工具器具備

品3,758千円、車両運搬具3,992
千円であります。 

※２ 関係会社株式売却益の内容
は、連結子会社、株式会社スト

ロベリーコーポレーションの株
式を売却したことによるもので
す。 

 ※２ 関係会社株式売却益の内容
は、連結子会社、株式会社スト

ロベリーコーポレーションの株
式を売却したことによるもので
す。 

※３ 固定資産売却損の内容は、車
両運搬具538千円であります。 

※３ 固定資産売却損の内容は、機
械装置1,139千円、工具器具備
品3千円であります。 

※３ 固定資産売却損の内容は、機
械装置133千円であります。 

※４ 固定資産処分損の内容は、建
物4,517千円、機械装置1,098千
円、工具器具備品3,152千円、

車両運搬具295千円でありま
す。 

※４ 固定資産処分損の内容は、建
物1,405千円、機械装置1,464千
円、工具器具備品1,169千円で

あります。 

※４ 固定資産処分損の内容は、建
物11,888千円、機械装置5,447
千円、工具器具備品15,887千

円、構築物92千円、車両運搬具
307千円であります。 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

現金および現金同等物の中間期末残
高と中間連結貸借対照表に掲記され
ている科目の金額との関係 
現金および預金中
間期末残高 4,509,335千円

預入期間が３ヶ月
を超える 
定期預金 

△623,609千円

現金および現金同
等物中間期末残高 

3,885,726千円
 

現金および現金同等物の中間期末残高
と中間連結貸借対照表に掲記されてい
る科目の金額との関係 
現金および預金中
間期末残高 5,211,417千円

預入期間が３ヶ月
を超える 
定期預金 

△196,929千円

現金および現金同
等物中間期末残高 

5,014,488千円
 

現金および現金同等物の期末残高と
連結貸借対照表に掲記されている科
目の金額との関係 
現金および預金期
末残高 4,495,885千円

預入期間が３ヶ月
を超える 
定期預金 

△599,902千円

現金および現金同
等物期末残高 

3,895,983千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１. 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式（千株） 40,155 － － 40,155 

２.自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式（千株） 352 23 5 370 

（変動事由の概要） 

 普通株式の自己株式増加23千株は、単元未満株式の買取による増加であり、減少5千株は、単元未満株式の買

増請求による減少です。 

３.配当に関する事項 

 配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額 

（千円） 

１株当たり 

配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 

普通株式 139,312 3.5 平成18年３月31日 平成18年６月30日 
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（リース取引関係） 

  半期報告書についてEDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

(有価証券関係) 
 

 前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

 １ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 
取得原価 
(千円) 

中間連結貸借 
対照表計上額 

(千円) 

差額 
(千円) 

 (1) 株式 363,908 670,955 307,047 

 (2) その他 92,561 94,770 2,209 

合計 456,469 765,725 309,256 

(注) 中間期末日における時価が取得原価の50％以上下落している場合は、全て減損処理を行い、50％未満の下落
であっても、30％以上の下落が３ヶ月以上継続した状態にあって、回復可能性がない場合は50％以上の下落の

処理と同様としております。 

 

 ２ 時価のない有価証券の主な内容および中間連結貸借対照表計上額(平成17年９月30日現在) 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 10,050千円 

 

  

 当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

 １ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 
取得原価 
(千円) 

中間連結貸借 
対照表計上額 

(千円) 

差額 
(千円) 

 (1) 株式 415,232 927,729 512,497 

 (2) その他 101,108 104,291 3,183 

合計 516,340 1,032,020 515,680 

(注) 中間期末日における時価が取得原価の50％以上下落している場合は、全て減損処理を行い、50％未満の下
落であっても、30％以上の下落が３ヶ月以上継続した状態にあって、回復可能性がない場合は50％以上の下
落の処理と同様としております。 

 

 ２ 時価のない有価証券の主な内容および中間連結貸借対照表計上額(平成18年９月30日現在) 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 60,050千円 
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 前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

 １ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 
取得原価 
(千円) 

連結貸借 
対照表計上額 

(千円) 

差額 
(千円) 

 (1) 株式 473,834 895,221 421,387 

 (2) 債券 101,847 102,429 581 

合計 575,682 997,651 421,969 

(注) 期末日における時価が取得原価の50％以上下落している場合は、全て減損処理を行い、50％未満の下落で

あっても、30％以上の下落が３ヶ月以上継続した状態にあって、回復可能性がない場合は50％以上の下落の
処理と同様としております。 

 

 ２ 時価のない有価証券の主な内容および連結貸借対照表計上額(平成18年３月31日現在) 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 10,050千円 
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(セグメント情報) 

事業の種類別セグメント情報 

 前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

 

 
精密ばね事業 

(千円) 

精密組立部品 
事業 

(千円) 

モーター事業 
(千円) 計(千円) 

消去又は 
全社(千円) 連結(千円) 

売上高       

(1) 外部顧客に 
対する売上高 8,215,127 6,073,510 2,148,447 16,437,085 ― 16,437,085 

(2) セグメント間の内部 
売上高または振替高 110,601 402 ― 111,003 (111,003) ― 

計 8,325,728 6,073,912 2,148,447 16,548,088 (111,003) 16,437,085 

営業費用 8,292,934 5,493,235 1,961,576 15,747,747 (108,748) 15,638,998 

営業利益 32,793 580,676 186,871 800,340 (2,254) 798,086 

(注) １ 事業の区分は、製品の種類による区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 
(1) 精密ばね事業………押し・引き・トーションばね、ワイヤーフォーミング、薄板ばね等 
(2) 精密組立部品事業…インサートモールディング、ハイパフォーマンスヒンジ等 

(3) モーター事業………ＤＣモーター、コアレスモーター、ギヤードモーター等 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

 
精密ばね事業 

(千円) 

精密組立部品 
事業 

(千円) 

モーター事業 
(千円) 計(千円) 

消去又は 
全社(千円) 連結(千円) 

売上高       

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

8,952,580 4,597,087 2,585,302 16,134,970 ― 16,134,970 

(2) セグメント間の内部 
売上高または振替高 200,058 ― ― 200,058 (200,058) ― 

計 9,152,639 4,597,087 2,585,302 16,335,029 (200,058) 16,134,970 

営業費用 8,893,852 4,482,038 2,522,381 15,898,271 (205,556) 15,692,715 

営業利益 258,786 115,049 62,920 436,757 5,497 442,254 

(注) １ 事業の区分は、製品の種類による区分によっております。 
２ 各区分の主な製品 

(1) 精密ばね事業………押し・引き・トーションばね、ワイヤーフォーミング、薄板ばね等 
(2) 精密組立部品事業…インサートモールディング、ハイパフォーマンスヒンジ等 
(3) モーター事業………ＤＣモーター、コアレスモーター、ギヤードモーター等 
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前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 

 
精密ばね事業 

(千円) 

精密組立部品 
事業 

(千円) 

モーター事業 
(千円) 計(千円) 

消去又は 
全社(千円) 連結(千円) 

売上高       

(1) 外部顧客に 
対する売上高 16,316,687 12,603,929 4,301,006 33,221,624 ― 33,221,624 

(2) セグメント間の内部 
売上高または振替高 747,853 160,953 ― 908,807 (908,807) ― 

計 17,064,541 12,764,883 4,301,006 34,130,431 (908,807) 33,221,624 

営業費用 16,814,137 11,552,434 4,054,589 32,421,161 (931,784) 31,489,376 

営業利益 250,403 1,212,449 246,416 1,709,269 22,977 1,732,247 

(注) １ 事業の区分は、製品の種類による区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 
(1) 精密ばね事業………押し・引き・トーションばね、ワイヤーフォーミング、薄板ばね等 
(2) 精密組立部品事業…インサートモールディング、ハイパフォーマンスヒンジ等 

(3) モーター事業………ＤＣモーター、コアレスモーター、ギヤードモーター等 

 

所在地別セグメント情報 
 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

 
日本 
(千円) 

米国 
(千円) 

ヨーロッパ 
(千円) 

アジア 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

 売上高       

 (1)外部顧客に対する売
上高 12,656,170 842,524 567,296 2,371,093 16,437,085 ― 16,437,085 

 (2)セグメント間の内部
売上高または振替高 

248,776 7,815 151,788 31,192 439,572 (439,572) ― 

計 12,904,946 850,339 719,085 2,402,285 16,876,657 (439,572) 16,437,085 

  営業費用 12,342,910 778,244 705,383 2,255,227 16,081,766 (442,767) 15,638,998 

  営業利益 562,036 72,095 13,701 147,057 794,891 3,195 798,086 

(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 
２ 本邦および米国以外の区分に属する主な国または地域 

(1) ヨーロッパ……イギリス 

(2) アジア……シンガポール、マレーシア、タイ、中国 
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当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

 
日本 
(千円) 

米国 
(千円) 

ヨーロッパ 
(千円) 

アジア 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

 売上高       

 (1)外部顧客に対する売
上高 

11,999,557 895,212 664,965 2,575,235 16,134,970 ― 16,134,970 

 (2)セグメント間の内部
売上高または振替高 190,773 5,139 180,380 26,292 402,585 (402,585) ― 

計 12,190,330 900,352 845,345 2,601,528 16,537,556 (402,585) 16,134,970 

  営業費用 12,017,229 812,724 786,897 2,473,269 16,090,120 (397,404) 15,692,715 

  営業利益 173,101 87,627 58,447 128,259 447,435 (5,181) 442,254 

(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 
２ 本邦および米国以外の区分に属する主な国または地域 

(1) ヨーロッパ……イギリス 
(2) アジア……シンガポール、マレーシア、タイ、中国 
 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 
日本 
(千円) 

米国 
(千円) 

ヨーロッパ 
(千円) 

アジア 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

 売上高       

 (1)外部顧客に対する売
上高 25,575,114 1,680,328 1,261,669 4,704,511 33,221,624 ― 33,221,624 

 (2)セグメント間の内部
売上高または振替高 450,902 15,824 333,188 76,039 875,955 (875,955) ― 

計 26,026,017 1,696,153 1,594,857 4,780,551 34,097,579 (875,955) 33,221,624 

  営業費用 24,700,825 1,559,622 1,495,221 4,614,228 32,369,897 (880,520) 31,489,376 

  営業利益 1,325,192 136,531 99,635 166,323 1,727,682 4,565 1,732,247 

(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦および米国以外の区分に属する主な国または地域 
(1) ヨーロッパ……イギリス 
(2) アジア……シンガポール、マレーシア、タイ、中国 
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海外売上高 

 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

 

 米国 ヨーロッパ アジア 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 970,431 854,277 4,838,595 6,663,304 

Ⅱ 連結売上高(千円)    16,437,085 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

5.9 5.2 29.4 40.5 

(注) １ 国または地域の区分は地理的近接度によっております。 
２ 米国以外の各区分に属する主な国または地域 

(1)ヨーロッパ………イギリス、フィンランド、フランス、チェコ他 

(2)アジア………シンガポール、マレーシア、タイ、中国、韓国他 
３ 海外売上高は当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

 米国 ヨーロッパ アジア 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,052,244 824,949 5,597,966 7,475,161 

Ⅱ 連結売上高(千円)    16,134,970 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 6.5 5.1 34.7 46.3 

(注) １ 国または地域の区分は地理的近接度によっております。 
２ 米国以外の各区分に属する主な国または地域 

(１)ヨーロッパ………イギリス、フィンランド、フランス、チェコ他 

(２)アジア………シンガポール、マレーシア、タイ、中国、韓国、ベトナム他 
３ 海外売上高は当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 

 米国 ヨーロッパ アジア 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 2,046,956 2,337,744 10,376,718 14,761,419 

Ⅱ 連結売上高(千円)    33,221,624 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 6.2 7.0 31.2 44.4 

(注) １ 国または地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 米国以外の各区分に属する主な国または地域 
(1)ヨーロッパ………イギリス、フィンランド、フランス、チェコ他 
(2)アジア………シンガポール、マレーシア、タイ、中国、韓国、ベトナム他 

３ 海外売上高は当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 
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（デリバティブ取引） 

半期報告書についてEDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

（企業結合等） 

半期報告書についてEDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

（１株当たり情報） 

 前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 

 

１株当たり 

中間(当期)純利益 

 

253.56円 

 

7.38円 

275.13円 

 

  4.12円 

271.19円 

 

16.67円 

潜在株式調整後 

１株当たり 

中間(当期)純利益 

なお、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益については、潜在

株式が存在しないため記載をし

ておりません。 

   同左 なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益については、潜在

株式が存在しないため記載をし

ておりません。 

 (注)算定上の基礎 

１株当たり中間（当期）純利益 

 前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

中間連結損益計算書上の中間（当

期）純利益（千円） 
294,340 164,156 663,917 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
294,340 164,156 663,917 

普通株式の期中平均株式数（千株） 39,836 39,796 39,824 

 


