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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30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 ％

21年3月期第2四半期 22,201 ― 179 ― 277 ― △32 ―

20年3月期第2四半期 16,680 3.4 △426 ― △435 ― △1,115 ―

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

21年3月期第2四半期 △0.82 ―

20年3月期第2四半期 △28.06 ―

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

21年3月期第2四半期 30,505 9,546 24.8 190.41
20年3月期 29,914 9,538 25.6 192.55

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  7,563百万円 20年3月期  7,652百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 43,400 11.6 80 ― 200 ― △410 ― △10.32

4.  その他 
(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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注） 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 １．業績予想については、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。 
 業績予想に関連する事項につきましては、添付資料３ページをご参照ください。 
 ２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  40,155,637株 20年3月期  40,155,637株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  436,729株 20年3月期  416,127株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  39,731,902株 20年3月期第2四半期  39,758,157株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、米国に端を発した世界的な金融危機と景気減速が

進む中、輸出の伸びの鈍化と為替の円高等による収益環境の悪化から企業の設備投資や個人消費が減退

し、景気が後退局面入りしました。こうした中で、当社グループの売上高については対前年同期比33.1％

増の222億１百万円となりましたが、これは、主に昨年10月に第一化成ホールディングス株式会社を買収

し、前第３四半期から連結子会社化したことで同社グループの売上高が当第２四半期連結累計期間は純増

になったことによります。また、携帯電話向け高機能ヒンジユニットの売上高が海外向けで回復し、精密

ばね事業とモーター事業の売上高減少を補いました。利益面では、プラスチック事業で営業損失を計上し

たものの、精密ばね事業とヒンジユニットを中心とする精密組立部品事業の利益が前年同期に比べ回復し

たことにより、営業利益は前年同期比６億６百万円増の１億79百万円となりました。また、経常利益は、

負ののれん償却等の営業外収益を計上したことにより前年同期比７億13百万円増の２億77百万円となりま

した。一方、四半期純利益は、前年同期に計上した地震被害に伴う特別損失と繰延税金資産の取り崩しの

影響が当期は無くなったこともあり、前年同期に比べ損失額が10億82百万円減少し、32百万円の損失とな

りました。 

  
事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりです。 
① 精密ばね事業 
売上高は国内・海外ともに減少し前年同期比4.5％減の95億77百万円となりましたが、製品値上げや

原価低減による利益改善に伴い、営業利益は前年同期より３億67百万円改善し１億25百万円となりまし

た。 
② 精密組立部品事業 
主力の携帯電話向けヒンジユニット販売において、国内市場向けの高機能製品の販売が顧客ニーズを

とらえ好調だったことに加え、海外向けでは市場投入が遅れていた欧米向けの高機能新製品の販売が売

上高増加に寄与しました。このため、売上高は前年同期比16.3％増の44億52百万円、営業利益は前年同

期より３億77百万円改善し２億44百万円となりました。 
③ モーター事業 
健康機器市場向けの売上が減少したことにより、売上高は前年同期比10.2％減の25億37百万円となり

ましたが、利益率の高い製品の構成比が高まったことにより、営業損益は前年同期より49百万円改善し

９百万円の損失となりました。 
④ プラスチック事業 

第一化成グループの買収に伴い、前第３四半期より当セグメントを追加いたしました。当第２四半期

累計の売上高は56億33百万円となりましたが、国内事業の不振と固定費の増加等により、営業損益は１

億83百万円の損失となりました。 
  
所在地別セグメントの業績は以下のとおりです。 
① 日本 
売上高は前年同期比50.9％増の175億47百万円となりましたが、これは第一化成グループの連結子会

社化に加えて、株式会社ストロベリーコーポレーションの高機能ヒンジユニット販売が伸長したことに

よります。精密ばね事業とヒンジユニットを中心とする精密組立部品事業の利益が前年同期に比べ回復

したことにより、営業損益は前年同期より５億4百万円改善し、１億33百万円の損失となりました。 
② 米国 
円高の進行と住宅設備関連向け精密ばねの販売不振から、売上高は前年同期比11.9％減の10億74百万

円となりましたが、原価低減により営業利益は前年同期比4.1％増の１億27百万円となりました。 
③ ヨーロッパ 
円高の進行と医療関連向け精密ばねの販売不振から、売上高は前年同期比17.9％減の６億85百万円、

営業利益は前年同期比27.1％減の81百万円となりました。 
④ アジア 
米国の景気後退によりシンガポールでHDD向け部品の販売が減少した影響が大きかったため、売上高

は前年同期比3.4％減の28億94百万円となりましたが、中国（東莞）およびタイやベトナムのグループ

会社の収益改善により、営業利益は前年同期より１億33百万円増加し、１億21百万円となりました。 
  

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報
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当第２四半期連結会計期間末の総資産は305億５百万円と前連結会計年度末に比べ５億91百万円増加し

ました。その主な内容と要因は次のとおりです。 

 資産の部では、ヒンジユニットの販売が好調であったことによる売掛債権の増加等により流動資産が５

億87百万円増加しました。固定資産は海外生産拠点の生産設備の増強と金型投資等により有形固定資産が

２億27百万円増加したのに対し、無形固定資産はのれんの償却等により１億70百万円減少しました。 

 負債合計は、設備投資および運転資金の増加により有利子負債が７億92百万円増加したことを主因と

し、５億82百万円の増加となりました。また、短期借入金の一部を長期借入金に借り換えたこともあり、

流動比率は146％と前連結会計年度末に比べ15ポイント改善しています。 

 純資産合計は95億46百万円と前連結会計年度末から大きな変動はありませんが、自己資本比率は24.8％

と前連結会計年度末に比べ0.8ポイント低下しました。 
  
  

  

近の業績動向を勘案し、平成20年５月15日に公表いたしました平成21年３月期の連結および個別業績

予想は、平成20年10月31日発表のとおり修正を行なっております。なお、当該予想数値の修正に関する事

項は、同日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 また、業績予想の修正に伴い、配当につきましても同日発表の「配当予想の修正に関するお知らせ」の

とおり、遺憾ながら期末配当の実施を見合わせることにいたしました。 

  
  
  

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

  

簡便な会計処理 

１ 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められ

るため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 
  

２ 棚卸資産の評価方法 

当第２四半期末の棚卸高の算出に関しては、一部のグループ会社につき実地棚卸を省略し、前連結

会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについて正味売却額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 
  

３ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

税金等調整前四半期純利益に重要な税務調整を加えた後の課税所得を基に法人税等を算出しており

ます。 
  

  

１ 「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四

半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
  

２ 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計

基準第９号)を適用しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業

利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が37,812千円それぞれ減少しております。なお、セグ

メント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

３ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処

理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号）を適用しております。 

これによる影響額はありません。 
  

  

4. その他
(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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円）

当第2四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日)

資産の部
 流動資産

  現金及び預金 3,616,789 3,879,576

  受取手形及び売掛金 10,488,397 9,564,267

  商品 355,068 409,241

  製品 1,040,780 1,077,339

  原材料 1,828,496 1,660,124

  仕掛品 977,819 925,152

  貯蔵品 39,323 38,407

  繰延税金資産 24,317 36,451

  その他 776,146 971,176

  貸倒引当金 △25,104 △26,915

  流動資産合計 19,122,034 18,534,823

 固定資産

  有形固定資産

   建物及び構築物（純額） 2,439,395 2,519,782

   機械装置及び運搬具（純額） 3,358,211 3,296,992

   土地 2,455,877 2,495,584

   その他（純額） 1,034,883 748,181

   有形固定資産合計 9,288,367 9,060,540

  無形固定資産

   のれん 1,294,843 1,446,331

   その他 141,449 160,589

   無形固定資産合計 1,436,292 1,606,920

  投資その他の資産 659,300 712,134

  固定資産合計 11,383,961 11,379,595

 資産合計 30,505,995 29,914,418

負債の部

 流動負債

  支払手形及び買掛金 5,752,648 6,081,173

  短期借入金 4,367,464 5,070,477

  1年内返済予定の長期借入金 1,021,044 1,303,919

  未払法人税等 136,146 89,453

  賞与引当金 242,896 203,685

  その他 1,538,260 1,437,721

  流動負債合計 13,058,460 14,186,429

 固定負債

  長期借入金 4,506,110 2,727,512

  繰延税金負債 884,565 831,923

  退職給付引当金 1,650,598 1,601,961

  役員退職慰労引当金 58,465 54,675

  負ののれん 340,599 436,843

  その他 460,404 536,977

  固定負債合計 7,900,744 6,189,894

 負債合計 20,959,205 20,376,323
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(単位：千円）

当第2四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日)

純資産の部
 株主資本

  資本金 3,451,610 3,451,610

  資本剰余金 2,574,991 2,575,694

  利益剰余金 2,396,846 2,436,885

  自己株式 △135,407 △132,743

  株主資本合計 8,288,041 8,331,446

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 △38,638 38,363

  為替換算調整勘定 △686,252 △717,628

  評価・換算差額等合計 △724,890 △679,264

 新株予約権 5,654 1,068
 少数株主持分 1,977,984 1,884,844

 純資産合計 9,546,790 9,538,095

負債純資産合計 30,505,995 29,914,418
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(2) 【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）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日)

売上高 22,201,001
売上原価 17,419,317

売上総利益 4,781,683

販売費及び一般管理費 4,601,926

営業利益 179,757

営業外収益

 受取利息 17,568

 為替差益 48,525

 負ののれん償却額 117,570

 その他 84,831

 営業外収益合計 268,496

営業外費用

 支払利息 104,698

 その他 65,718

 営業外費用合計 170,416

経常利益 277,837

特別利益

 固定資産売却益 12,593

 特別利益合計 12,593

特別損失

  固定資産処分損 17,485

 投資有価証券評価損 2,444

 前期損益修正損 39,839

 その他 1,206

 特別損失合計 60,975

税金等調整前四半期純利益 229,455

法人税、住民税及び事業税 91,908
法人税等調整額 50,452

法人税等合計 142,360

少数株主利益 119,943

四半期純損失（△） △32,847
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

事業の種類別セグメント情報 

 当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日） 

 
（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 

     (4)プラスチック事業・・・プラスチック射出成形品等 

      ３ 当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」  

         (企業会計基準第９号)を適用しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、 

         精密ばね事業では、37,530千円、精密組立部品事業では、281千円、売上総利益、営業利 

         益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ減少しております。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

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)

プラスチック
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

9,577,424 4,452,059 2,537,968 5,633,549 22,201,001 ― 22,201,001

 (2) セグメント間 
の内部売上高又は振替
高

135,627 ― ― ― 135,627 （135,627） ―

計 9,713,051 4,452,059 2,537,968 5,633,549 22,336,629 （135,627） 22,201,001

営業利益又は 
営業損失(△)

125,895 244,837 △9,090 △183,952 177,690 2,067 179,757
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所在地別セグメント情報 

 当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日） 

 
（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、ベトナム 

      ３ 当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」  

         (企業会計基準第９号)を適用しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、 

         日本において37,812千円、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ減 

         少しております。 

  

海外売上高 

 当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日） 

 
（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。  

  

該当事項はありません。 

  

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

17,547,348 1,074,271 685,106 2,894,274 22,201,001 ― 22,201,001

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は振替高

149,766 9,274 234,163 42,433 435,638 (435,638) ―

計 17,697,115 1,083,545 919,270 2,936,707 22,636,639 (435,638) 22,201,001

営業利益又は 
営業損失(△)

△133,785 127,115 81,122 121,141 195,593 (15,836) 179,757

米国 ヨーロッパ アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,540,585 771,274 7,692,907 10,004,767

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 22,201,001

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

6.9 3.5 34.7 45.1

(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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前年同四半期に係る財務諸表等 

(１)（要約）中間連結損益計算書 

「参考」

(単位：千円）

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

売上高 16,680,665
売上原価 13,290,302

売上総利益 3,390,362

販売費及び一般管理費 3,817,165

営業利益 △426,802

営業外収益

 受取利息 25,116

 為替差益 ―

 負ののれん償却額 ―

 その他 61,933

 営業外収益合計 87,049

営業外費用

 支払利息 54,460

 その他 41,435

 営業外費用合計 95,895

経常利益 △435,648

特別利益

 固定資産売却益 5,007

 その他 168

 特別利益合計 5,175

特別損失

 投資有価証券評価損 ―

 その他 106,425

 特別損失合計 106,425

税金等調整前中間純利益 △536,898

法人税、住民税及び事業税 88,641
法人税等調整額 618,566

法人税等合計 707,207

少数株主利益 △128,331

中間純利益 △1,115,774
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(２）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（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

 
（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 

     (4)プラスチック事業・・・プラスチック射出成形品等 

  

所在地別セグメント情報 

  前中間連結会計期間（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

 
（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、ベトナム 

  

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)

プラスチッ
ク事業 
(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

10,025,674 3,827,867 2,827,123 ― 16,680,665 ― 16,680,665

 (2) セグメント間の 
内部売上高又は振替高

81,000 ― ― ― 81,000 （81,000） ―

計 10,106,675 3,827,867 2,827,123 ― 16,761,665 (81,000） 16,680,665

営業損失 241,615 132,592 58,813 ― 433,021 6,219 426,802

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

11,630,802 1,219,038 834,722 2,996,102 16,680,665 ― 16,680,665

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は振替高

292,075 5,451 247,504 31,653 576,684 (576,684) ―

計 11,922,877 1,224,489 1,082,227 3,027,755 17,257,349 (576,684) 16,680,665

営業利益又は 
営業損失(△)

△638,123 122,141 111,327 △12,589 △417,243 (9,558) △426,802
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海外売上高 

  前中間連結会計期間（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

 
（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。  

  

米国 ヨーロッパ アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,387,774 885,297 4,608,783 6,881,855

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 16,680,665

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

8.3 5.3 27.6 41.3
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