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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12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 ％

21年3月期第3四半期 31,252 ― △267 ― △349 ― △2,020 ―

20年3月期第3四半期 28,425 16.8 △333 ― △400 ― △989 ―

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3四半期 △50.86 ―

20年3月期第3四半期 △24.89 ―

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3四半期 26,651 6,496 17.2 115.64
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3四半期  4,592百万円 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  有  
 

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 37,600 △3.3 △1,300 ― △1,400 ― △3,500 ― △88.12

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．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(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。 
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3四半期  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3四半期  439,114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3四半期  39,728,436株 20年3月期第3四半期  39,753,515株



当第３四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の拡大と実体

経済への波及により、第３四半期以降、輸出の減少と急激な円高等により企業業績が急速に悪化しまし

た。ＯＡ機器や精密機器、自動車産業等、当社と関連する製造業においても生産調整が拡大しました。 

こうした環境の中で、当社グループにおいては、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

を中心に増加したものの、主力の精密ばね事業およびモーター事業の売上高は、景気後退の影響を受け前

年同期に比べ大きく減少しました。売上高は312億52百万円となり、前年同期比では9.9％増となりました

が、これは、主として、第一化成株式会社グループを買収、子会社化したのが平成19年10月であったた

め、前年同期においては第３四半期（10～12月）の売上高のみ連結されたという理由によります。 

利益面につきましては、ヒンジユニットを中心とする精密組立部品事業が回復したものの、プラスチック

事業が悪化したため、２億67百万円の営業損失、３億49百万円の経常損失を計上いたしました。さらに、

のれんや固定資産の減損等により15億25百万円の特別損失が発生したため、当期純損失は20億20百万円

（前年同期比10億31百万円損失増加）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14.5％減の132億2百万円となりました。製品値上げ

や原価低減の効果があったものの、売上高減少の影響により、営業損失35百万円（前年同期比17百万円

損失増加）を計上しました。 

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・海外とも高付加価値の新製品の販売が好調

でした。このため、売上高は前年同期比16.9％増の61億63百万円、営業利益は前年同期より５億35百万

円改善し１億73百万円となりました。 
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22.2％減の37億79百万円となり

ました。利益率の低い製品の構成比が減少したことにより、営業損益は前年同期より46百万円改善し、

０百万円となりました。 
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３四半期

累計の売上高は81億７百万円となりましたが、国内事業の不振と固定費の増加等により、営業損益は４

億８百万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20.4％増の250億15百万円となりましたが、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。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１億23百万円改善し、５億69百万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売上減少から、売上高は前年同期比19.9％減の14億35百万

円、営業利益は前年同期比50.0％減の93百万円となりました。 
③ ヨーロッパ 
円高の進行と医療関連向け精密ばねの売上減少から、売上高は前年同期比27.5％減の8億91百万円、

営業利益は前年同期比48.9％減の58百万円となりました。 
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15.4％減の39億10百万円となりましたが、中国（東莞）、タイおよび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83百万円増加し、１億50百万円となりました。 
  

  

・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３四半期連結会計期間末の総資産は266億51百万円と、前連結会計年度末に比べ32億62百万円減少

しました。 

主な要因は以下のとおりです。 

 資産の部は、精密ばね事業、プラスチック事業の販売の減少により、売上債権が11億71百万円減少しま

した。有形固定資産では、当社における生産設備を減損したこと等により、５億39百万円減少しました。

また、無形固定資産では、第一化成ホールディングス株式会社を買収した際に生じたのれんを減損したこ

と等の要因から、13億70百万円減少しました。 

 負債の部では、仕入債務が９億66百万円減少する一方、有利子負債が８億98百万円増加したこと等の要

因により、２億21百万円減少しております。 

 純資産の部は、64億96百万円と前連結会計年度末に比べ、30億41百万円減少しました。 

  これは、固定資産およびのれんの減損損失等の発生に伴い、利益剰余金が20億35百万円減少したことに

よるものです。 

 この結果、自己資本比率は17.2％と、前連結会計年度末に比べ8.4％減少しました。 

  
  

  

平成21年３月期通期の連結および個別業績予想については、本日公表の「特別損失の発生及び業績予想

の修正に関するお知らせ」のとおり修正しております。(公表数値については、下記参照）なお、業績予

想は、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。実際の業績は、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。 

  
平成21年３月期連結業績予想数値の修正（平成20年４月１日 ～ 平成21年３月31日） 

 
  

平成21年３月期個別業績予想数値の修正（平成20年４月１日 ～ 平成21年３月31日） 

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

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

前回発表予想（Ａ）
百万円

43,400

百万円

80

百万円

200

百万円 

△410

円 銭

△10.32

今回修正予想（Ｂ） 37,600 △ 1,300 △ 1,400 △ 3,500 △ 88.12

増減額（Ｂ－Ａ） △ 5,800 △ 1,380 △ 1,600 △ 3,090 －

増減率（％） △ 13.4 － － － －

（ご参考） 
前期実績（平成20年3月期） 38,892 △ 824 △ 815 △ 2,382 △ 59.93

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

前回発表予想（Ａ）
百万円

10,600

百万円

△500

百万円

△370

百万円 

△560

円 銭

△14.09

今回修正予想（Ｂ） 9,400 △ 1,000 △ 900 △ 3,700 △ 95.67

増減額（Ｂ－Ａ） △ 1,200 △ 500 △ 530 △ 3,140 －

増減率（％） △ 11.3 － － － －

（ご参考） 
前期実績（平成20年3月期） 12,064 △ 592 △ 402 △ 2,033 △ 51.15
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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３四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３四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、売上総利益は

32,461千円減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、32,461千円それぞれ増加

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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１【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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 4,061,976 3,879,576

受取手形及び売掛金 8,392,336 9,564,267

商品 324,768 409,241

製品 849,911 1,077,339

原材料 1,890,067 1,660,124

仕掛品 880,384 925,152

貯蔵品 41,304 38,407

繰延税金資産 18,192 36,451

その他 730,764 971,176

貸倒引当金 △20,840 △26,915

流動資産合計 17,168,865 18,534,823

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,105,058 2,519,782

機械装置及び運搬具（純額） 2,965,770 3,296,992

土地 2,414,277 2,495,584

その他（純額） 1,036,261 748,181

有形固定資産合計 8,521,368 9,060,540

無形固定資産   

のれん 108,124 1,446,331

その他 128,639 160,589

無形固定資産合計 236,763 1,606,920

投資その他の資産 724,953 712,134

固定資産合計 9,483,085 11,379,595

資産合計 26,651,951 29,914,418

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,115,138 6,081,173

短期借入金 3,898,285 5,070,477

1年内返済予定の長期借入金 1,673,199 1,303,919

未払法人税等 109,243 89,453

賞与引当金 91,121 203,685

その他 1,391,816 1,437,721

流動負債合計 12,278,805 14,186,429

固定負債   

長期借入金 4,428,449 2,727,512

繰延税金負債 789,990 831,923

退職給付引当金 1,701,649 1,601,961

役員退職慰労引当金 60,365 54,675

負ののれん 292,468 436,843

その他 603,349 536,977

固定負債合計 7,876,272 6,189,894

負債合計 20,155,078 20,376,323
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(単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 2,573,327 2,575,694

利益剰余金 400,920 2,436,885

自己株式 △133,887 △132,743

株主資本合計 6,291,970 8,331,446

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △38,807 38,363

為替換算調整勘定 △1,660,220 △717,628

評価・換算差額等合計 △1,699,028 △679,264

新株予約権 9,099 1,068

少数株主持分 1,894,830 1,884,844

純資産合計 6,496,872 9,538,095

負債純資産合計 26,651,951 29,914,418
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 31,252,449

売上原価 24,726,601

売上総利益 6,525,848

販売費及び一般管理費 6,792,983

営業損失（△） △267,135

営業外収益  

受取利息 22,024

負ののれん償却額 165,702

その他 141,429

営業外収益合計 329,155

営業外費用  

支払利息 166,605

為替差損 159,857

その他 84,965

営業外費用合計 411,429

経常損失（△） △349,409

特別利益  

固定資産売却益 13,296

特別利益合計 13,296

特別損失  

固定資産処分損 17,872

投資有価証券評価損 36,913

減損損失 1,430,610

前期損益修正損 39,839

その他 375

特別損失合計 1,525,612

税金等調整前四半期純損失（△） △1,861,725

法人税、住民税及び事業税 86,471

法人税等調整額 △27,604

法人税等合計 58,867

少数株主利益 100,223

四半期純損失（△） △2,020,816
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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。 

  

当社グループは、前連結会計年度に８億24百万円の営業損失、８億15百万円の経常損失、23億82百万
円の当期純損失を計上したことを踏まえ、昨年来、国内生産拠点の再編と生産・物流コストの低減に取
り組んでまいりましたが、世界の経済危機が拡大する中で、当第３四半期以降売上高の減少が顕著にな
り、当第３四半期連結累計業績は２億67百万円の営業損失、３億49百万円の経常損失を計上し、更にの
れんや固定資産の減損損失等15億25百万円の特別損失の発生により20億20百万円の四半期純損失を計上
する結果となりました。 
 足元の売上高の著しい減少、連続した営業損失の計上、重要な四半期純損失の計上という状況によ
り、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 
 当社グループといたしましては、以下の施策の実行により業績の回復に努め、継続企業の前提に関す
る重要な疑義の解消を目指してまいります。 

  

経営合理化施策の実行 
   当社および当社グループの収益状況の悪化と事業環境の急激な変化に対処するため、事業体制  
 の再編に取り組み、さらなる合理化の推進によって早期に収益力の回復を図ります。 
 事業改革の内容は、以下のとおりであります。 
    
 ① 国内と海外のグループ会社の全面的な見直しを行い、会社再編、工場再編を中心とした施策  
  で固定費の削減を図る。 
 ② 当社単体においては、大幅な売上減少にも耐えられる構造とするべく固定費の削減を実施す 
  る。 
 ③ 事業の選択と集中を行ない、シンプルで柔軟な組織体制を構築する。 
 ④ 経営資源の集約による事業の効率化と、開発提案型の機能部品重視のビジネス体制への転換 
  を図る。 
  
 四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半
期連結財務諸表には反映しておりません。 

(3) 継続企業の前提に関する注記
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事業の種類別セグメント情報 

 当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年12月31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、 

         当第３四半期連結累計期間において、精密ばね事業では、29,214千円、営業損失が増加し、 

         精密組立部品事業では、3,247千円、営業利益が減少しております。 

  

所在地別セグメント情報 

 当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年12月31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、 

     当第３四半期連結累計期間において、日本で32,168千円、営業損失が増加し、アジアで292千円、 

     営業利益が減少しております。 

  

(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

13,202,031 6,163,813 3,779,011 8,107,593 31,252,449 ― 31,252,449

 (2) セグメント間の
内部売上高又は振替高

184,385 ― ― ― 184,385 （184,385） ―

計 13,386,416 6,163,813 3,779,011 8,107,593 31,436,834 （184,385） 31,252,449

営業利益又は 
営業損失(△)

△35,542 173,855 △172 △408,404 △270,263 3,127 △267,135

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

25,015,103 1,435,378 891,822 3,910,145 31,252,449 ― 31,252,449

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は振替高

184,325 12,364 298,429 56,026 551,145 (551,145) ―

計 25,199,428 1,447,742 1,190,251 3,966,172 31,803,594 (551,145) 31,252,449

営業利益又は 
営業損失(△)

△569,030 93,880 58,935 150,998 △265,214 (1,920) △267,135
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海外売上高 

 当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年12月31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。 

  

当社は、平成21年２月10日開催の取締役会において、当社グループの収益状況の悪化と事業環境の急

激な変化に対処するべく、福島工場を平成21年６月30日をもって閉鎖し、正社員約80名の早期退職を実

施することを以下のとおり決議しました。 

 この施策の実施に伴う機械設備移設費用、割増退職金支給等の発生により、当連結会計年度において

約500百万円の特別損失の計上を見込んでおります。 

 １. 福島工場の概要 

  ① 事業所名   株式会社アドバネクス福島工場 

  ② 所在地    福島県田村郡小野町 

  ③ 設立時期   昭和61年３月 

  ④ 従業員    151名 （平成21年1月末現在、非正規社員 計34名を含む） 

  ⑤ 主要生産品目 金属プレス製品（板ばね）、インサート成形品 

  ⑥ 閉鎖時期   平成21年６月30日 

 ２．正社員の早期退職の実施概要 

  ① 人員数    80名程度 

  ② 対象者    福島工場勤務の正社員 

  ③ 退職予定日  平成21年６月30日 

  ④ 優遇措置   割増退職金の支給及び再就職支援 

  

  

米国 ヨーロッパ アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 2,105,122 1,001,125 10,207,442 13,313,691

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 31,252,449

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

6.7 3.2 32.7 42.6

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(6) 重要な後発事象
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前年同四半期に係る財務諸表等 

(１)（要約）第３四半期連結損益計算書 

「参考」

(単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年12月31日)

売上高 28,425,469
売上原価 22,871,057

売上総利益 5,554,412

販売費及び一般管理費 5,888,143

営業損失（△） △333,730

営業外収益

 受取利息 38,622

 為替差益 ―

 負ののれん償却額 ―

 その他 84,921

 営業外収益合計 123,543

営業外費用

 支払利息 115,347

 その他 74,682

 営業外費用合計 190,030

経常損失（△） △400,217

特別利益

 固定資産売却益 5,885

 その他 116,828

 特別利益合計 122,714

特別損失

 投資有価証券評価損 ―

 その他 125,999

 特別損失合計 125,999

税金等調整前中間純利益 △403,501

法人税、住民税及び事業税 163,885
法人税等調整額 634,641

法人税等合計 798,526

少数株主損失（△） △212,446

四半期純損失（△） △989,582
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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 

  前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31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 

  前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31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

15,435,799 5,272,150 4,858,767 2,858,752 28,425,469 ― 28,425,469

 (2) セグメント間の
内部売上高又は振替高

113,598 ― ― 1,508 115,106 （115,106） ―

計 15,549,397 5,272,150 4,858,767 2,860,260 28,540,575 (115,106） 28,425,469

営業利益又は 
営業損失(△)

△18,317 △361,836 △46,487 86,378 △340,263 6,532 △333,730

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

20,779,491 1,793,386 1,230,728 4,621,863 28,425,469 ― 28,425,469

 (2) セグメント間の 
  内部売上高 
  又は振替高

662,511 8,614 358,600 71,023 1,100,749 (1,100,749) ―

計 21,442,003 1,802,000 1,589,329 4,692,886 29,526,219 (1,100,749) 28,425,469

営業利益又は 
営業損失(△)

△692,619 187,944 115,408 67,163 △322,103 (11,627) △333,730
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海外売上高 

  前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31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) 2,243,660 1,305,420 7,811,523 11,360,604

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 28,425,469

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

7.9 4.6 27.5 40.0
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