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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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 ％

21年3月期 81,071 △15.5 △2,461 ― △2,373 ― △3,993 ―
20年3月期 95,912 3.2 1,647 19.5 1,772 △5.8 1,511 18.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △63.58 ― △9.4 △3.2 △3.0
20年3月期 24.05 ― 3.1 2.0 1.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  45百万円 20年3月期  91百万円

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 65,586 39,992 57.4 599.13
20年3月期 82,283 49,732 57.2 749.06

（参考） 自己資本   21年3月期  37,614百万円 20年3月期  47,065百万円

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 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 1,369 △2,460 1,909 5,518
20年3月期 2,997 △4,925 △258 5,027

2.  配当の状況 

（注）当社は定款において期末日および第2四半期末日を基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00 502 33.3 1.0
21年3月期 ― 4.00 ― 0.00 4.00 251 ― 0.6
22年3月期 

（予想）
― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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 
連結累計期間

27,500 △38.4 △2,000 ― △2,200 ― △2,050 ― △32.65

通期 63,000 △22.3 △1,300 ― △1,400 ― △1,550 ― △24.69
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、15ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、17ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 63,855,994株 20年3月期 63,855,994株
② 期末自己株式数 21年3月期  1,073,077株 20年3月期  1,022,578株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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 ％

21年3月期 54,942 △16.4 △2,664 ― △2,095 ― △3,519 ―
20年3月期 65,744 2.5 546 431.3 875 △7.8 1,106 73.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △56.03 ―
20年3月期 17.60 ―

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 55,719 37,236 66.8 592.61
20年3月期 67,864 44,455 65.5 707.20

（参考） 自己資本 21年3月期  37,205百万円 20年3月期  44,435百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
２．平成22年3月期の配当予想額につきましては、事業環境の先行きが不透明であることから現時点では未定とし、業績等を総合勘案いたしました上で速
やかに開示するものといたします。 

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 
累計期間

21,000 △33.0 △1,400 ― △1,450 ― △1,500 ― △23.89

通期 47,000 △14.5 △1,200 ― △1,150 ― △1,250 ― △19.91

- 2 -



 

１．経営成績 

（１） 経営成績に関する分析 

当連結会計年度のわが国経済は、年度前半までの原油及び原材料価格の高騰、年度後半には米国に端

を発した世界的な金融危機の影響やそれに伴う急激な円高進行等を背景にして企業収益が大幅に悪化す

るなど、景気後退が深刻化する状況となりました。また、金融市場の混乱が各国の実体経済に深刻な影

響を与え、世界経済も急激に悪化する状況となりました。 

当社グループの関係する自動車業界におきましても、この世界同時不況を背景にして年度後半以降過

去に例を見ないほどの大幅かつ急激な販売台数の減少となりました。 

このような経営環境のもと、当社グループにおきましては、コスト競争力の確保を中心とした収益確

保策を展開し体質改善を推進してまいりましたが、得意先である自動車会社各社の大幅な生産台数の減

少とそれに伴う工場非稼動日の設定、急激な円高の影響など大変厳しい経営環境となりました。 

これらの結果、当連結会計年度における売上高につきましては、８１０億７千１百万円となり、前連

結会計年度に比べ１４８億４千１百万円の減収となりました。損益の状況につきましては、全社をあげ

ての原価低減活動を展開してまいりましたが、売上高の減少、円高、減価償却費の増加などの影響で、

２４億６千１百万円の営業損失となりました。また経常損失は、２３億７千３百万円、当期純損失は  

３９億９千３百万円となりました。 

製品別の売上高の状況は次のとおりであります。 

 [売上高の内訳]               （単位：百万円） 

期 

区分 

２１年３月期 

（20.4.1～21.3.31）

２０年３月期 

（19.4.1～20.3.31）
増 減 率 

シ ャ シ ば ね 24,052 28,996 △4,944 △17.1%

精 密 ば ね 18,983 23,346 △4,363 △18.7%

ケ ー ブ ル 21,975 26,219 △4,243 △16.2%

そ の 他 16,059 17,350 △1,290 △7.4%

合 計 81,071 95,912 △14,841 △15.5%

当社グループの全ての製品区分（シャシばね、精密ばね、ケーブル、その他）において前期比較で大

幅な減少となりました。 

 

当連結会計年度の設備投資につきましては、合理化、新製品対応を中心に実施し、総額２２億８千９

百万円となりました。 

 

次期の見通しにつきましては、当社グループを取り巻く経営環境は、当期に続き厳しい環境が続くと

思われます。日本経済は企業収益の悪化に伴う設備投資の落ち込み、雇用・所得環境の悪化による個人

消費の低迷などから景気の後退局面が長引くことが予想されております。 

このような経営環境のなかで当社グループとして、企業体質の改革、環境変化に迅速に対応できる経

営基盤の確立を推進しております。 

現時点での通期予想としましては、売上高６３０億円、営業損失１３億円、経常損失１４億円、当期

純損失は１５億５千万円を見込んでおり、設備投資は新製品切り替え対応、生産性向上のための自動化

投資を重点に９億６千万円を計画しております。 
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（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ１６６億９千６百万円減少し、  

６５５億８千６百万円となりました。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ６９億５千６百万円減少し、２５５億９千４百万円

となりました。 

純資産につきましては、３９９億９千２百万円となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、５５億１千８百万円と

なり、前連結会計年度末に比べ４億９千１百万円の増加となりました。 

   当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は１３億６千９百万円となりました。これは主に、減価償却費４４億１

千８百万円などによる増加と、税金等調整前当期純損失２６億９千５百万円などの減少によるものであ

ります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は２４億６千万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得によ

る支出２８億５千１百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は１９億９百万円となりました。これは主に、長期借入による収入３０

億３千３百万円と、配当金の支払額５億２百万円によるものであります。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分につきましては長期安定的な配当の維持を基本に、業績及び配当性向などを総合的に勘案し

て株主の皆様のご期待にお応えし、第２四半期末に１株につき４円の配当をさせていただきましたが、

当期後半から一段と厳しさを増した経営環境や当期の経営成績などを考慮した結果、期末配当金につき

ましては、無配とさせていただきます。 

また、次期の配当金につきましては、未定とさせていただきます。 
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２．企業集団の状況 

 

　当社の企業集団は、当社、子会社２０社、関連会社２社、その他の関係会社１社で構成され、
ばね及びコントロールケーブルの製造販売等を主な内容とし、更に各事業に関連する物流を展開
しております。

　事業の系統図は次のとおりであります。

　　　トヨタ自動車（株）　　　その他国内・国外得意先

（国内における製造会社）

連結子会社 ㈱東郷ケーブル

連結子会社 ㈱セプラス

連結子会社 中発精工㈱

中 連結子会社 ㈱岐阜中発

連結子会社 ㈱藤岡中発

連結子会社 ㈱長崎中発

（国内における製造・販売会社・その他）

央 連結子会社 中発販売㈱

連結子会社 中発運輸㈱

連結子会社 ㈱エフ.イー.シーチェーン

連結子会社 中発テクノ㈱

発 （海外における製造会社）

連結子会社 CENTRAL SPRING,INC. (米国)

連結子会社 ACK CONTROLS,INC. (米国)

連結子会社 CHUO PRECISION SPRING GLASGOW,INC. (米国)

連結子会社 中發工業股份有限公司（台湾）

條 連結子会社 P.T.CHUHATSU INDONESIA (インドネシア)

連結子会社 CHU-O THAI CABLE CO.,LTD. (タイ)

連結子会社 昆山中発六和機械有限公司 (中国)

連結子会社 天津中発華冠機械有限公司 (中国)

連結子会社 昆山中和弾簧有限公司(中国)

㈱ 連結子会社 天津中星汽車零部件有限公司（中国）

関連会社 天津中発富奥弾簧有限公司(中国)

(持分法適用会社)

　（注）トヨタ自動車㈱ は「その他の関係会社」であります。
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 
当社グループは、優れたものづくり・価値ある商品の創造を基本に、社会への貢献を企業経営の使命

と考え、「創る技術を社会に活かし、人の英知で未来を拓き、夢に向かって挑戦し進歩する」という企

業理念を掲げ、グローバルな経営活動を続けております。 

当期は、激しく変動した経営環境の中で、以下の７項目を基本方針と定め、事業活動を展開してまい

りました。 

① ＳＴＯＰ６活動による安全な職場づくり 

② 品質管理レベルの向上 

③ 内部統制、コンプライアンス経営、環境とリスク対策の充実 

④ 改善のスピードアップによるリードタイムの短縮 

⑤ 売上拡大と強力な収益確保策の展開 

⑥ グループ管理体制の強化 

⑦ つくりを革新する新技術と新製品開発 

（２）目標とする経営指標、（３）中長期的な会社の経営戦略、（４）会社の対処すべき課題 

平成 20 年３月期中間決算短信（平成 19年 11 月１日開示）により開示を行った内容から重要な変更が

ないため開示を省略しております。 

当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（東京証券取引所ホームページ） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,243,112 5,560,044

受取手形及び売掛金 18,640,202 12,203,220

たな卸資産 8,047,939 －

商品及び製品 － 2,355,574

仕掛品 － 1,426,579

原材料及び貯蔵品 － 3,459,210

繰延税金資産 1,006,865 228,396

未収入金 550,615 230,434

その他 753,158 840,194

貸倒引当金 △65,680 △42,234

流動資産合計 34,176,213 26,261,421

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 25,153,933 24,670,811

減価償却累計額 △15,833,832 △16,397,216

建物及び構築物（純額） 9,320,101 8,273,594

機械装置及び運搬具 49,826,962 48,800,071

減価償却累計額 △38,461,635 △38,027,595

機械装置及び運搬具（純額） 11,365,327 10,772,475

土地 8,730,002 8,468,755

建設仮勘定 1,771,535 475,945

その他 9,020,996 7,895,027

減価償却累計額 △8,111,967 △6,940,307

その他（純額） 909,029 954,720

有形固定資産合計 32,095,995 28,945,492

無形固定資産   

のれん 83,047 50,746

その他 221,557 127,870

無形固定資産合計 304,605 178,616

投資その他の資産   

投資有価証券 13,561,228 8,128,652

関係会社出資金 395,463 308,697

長期前払費用 56,947 162,923

繰延税金資産 140,749 177,763

前払年金費用 1,202,946 1,116,459

その他 417,732 380,096

関係会社投資評価引当金 △1,777 △1,777

貸倒引当金 △66,439 △71,635

投資その他の資産合計 15,706,851 10,201,179

固定資産合計 48,107,451 39,325,288

資産合計 82,283,665 65,586,710
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,741,675 9,288,049

短期借入金 1,307,111 1,267,452

リース債務 － 221,817

未払金 1,067,767 758,150

未払費用 1,846,261 1,299,409

未払法人税等 464,229 120,586

繰延税金負債 479 12,070

賞与引当金 1,567,504 1,239,591

役員賞与引当金 109,521 78,465

製品保証引当金 95,350 68,250

その他 711,343 342,389

流動負債合計 22,911,244 14,696,232

固定負債   

長期借入金 1,575,262 4,008,387

リース債務 － 404,984

繰延税金負債 5,099,424 3,344,982

退職給付引当金 2,478,406 2,656,939

役員退職慰労引当金 309,788 371,621

負ののれん 42,277 －

その他 135,155 111,444

固定負債合計 9,640,315 10,898,359

負債合計 32,551,559 25,594,592

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,837,208 10,837,208

資本剰余金 11,128,923 11,128,923

利益剰余金 18,823,464 14,291,244

自己株式 △510,142 △527,056

株主資本合計 40,279,453 35,730,319

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,882,942 3,691,542

繰延ヘッジ損益 △4,447 △3,939

海外子会社の土地再評価差額金 242,073 242,073

為替換算調整勘定 △334,047 △2,045,160

評価・換算差額等合計 6,786,521 1,884,515

新株予約権 19,265 30,504

少数株主持分 2,646,865 2,346,778

純資産合計 49,732,106 39,992,118

負債純資産合計 82,283,665 65,586,710
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 95,912,945 81,071,279

売上原価 84,002,798 74,151,424

売上総利益 11,910,146 6,919,854

販売費及び一般管理費 10,262,297 9,380,907

営業利益又は営業損失（△） 1,647,849 △2,461,053

営業外収益   

受取利息 103,179 29,073

受取配当金 335,177 351,097

固定資産売却益 24,748 3,352

負ののれん償却額 84,139 42,277

持分法による投資利益 91,925 45,426

受取保険金 － 63,594

その他 114,683 77,426

営業外収益合計 753,852 612,246

営業外費用   

支払利息 134,809 95,806

固定資産除却売却損 35,404 115,883

為替差損 408,905 274,616

その他 50,220 38,282

営業外費用合計 629,339 524,588

経常利益又は経常損失（△） 1,772,362 △2,373,395

特別利益   

固定資産売却益 2,061 98,713

関係会社株式売却益 542,471 －

過年度売掛金修正益 78,782 －

過年度製品保証費用戻入額 － 138,949

その他 114,803 17,398

特別利益合計 738,118 255,061

特別損失   

固定資産除却売却損 36,484 622

減損損失 66,168 207,041

関係会社株式売却損 24,894 －

投資有価証券評価損 27,534 111,786

過年度固定資産除却損 16,184 －

たな卸資産評価損 － 107,037

前期損益修正損 － 150,210

その他 35,756 1

特別損失合計 207,022 576,698

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

2,303,458 △2,695,032

法人税、住民税及び事業税 811,589 145,242

法人税等調整額 △100,087 1,195,111

法人税等合計 711,501 1,340,354

少数株主利益又は少数株主損失（△） 80,142 △42,286

当期純利益又は当期純損失（△） 1,511,814 △3,993,100
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 10,837,208 10,837,208

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,837,208 10,837,208

資本剰余金   

前期末残高 11,128,923 11,128,923

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,128,923 11,128,923

利益剰余金   

前期末残高 17,818,540 18,823,464

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △36,568

当期変動額   

剰余金の配当 △502,901 △502,551

当期純利益又は当期純損失（△） 1,511,814 △3,993,100

新規連結子会社増加に伴う減少高 △3,988 －

当期変動額合計 1,004,923 △4,495,652

当期末残高 18,823,464 14,291,244

自己株式   

前期末残高 △491,795 △510,142

当期変動額   

自己株式の取得 △18,347 △16,913

当期変動額合計 △18,347 △16,913

当期末残高 △510,142 △527,056

株主資本合計   

前期末残高 39,292,877 40,279,453

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △36,568

当期変動額   

剰余金の配当 △502,901 △502,551

当期純利益又は当期純損失（△） 1,511,814 △3,993,100

新規連結子会社増加に伴う減少高 △3,988 －

自己株式の取得 △18,347 △16,913

当期変動額合計 986,576 △4,512,566

当期末残高 40,279,453 35,730,319
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 10,436,148 6,882,942

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,553,206 △3,191,400

当期変動額合計 △3,553,206 △3,191,400

当期末残高 6,882,942 3,691,542

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △14,035 △4,447

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9,587 508

当期変動額合計 9,587 508

当期末残高 △4,447 △3,939

海外子会社の土地再評価差額金   

前期末残高 242,073 242,073

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 242,073 242,073

為替換算調整勘定   

前期末残高 △44,156 △334,047

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △289,890 △1,711,113

当期変動額合計 △289,890 △1,711,113

当期末残高 △334,047 △2,045,160

評価・換算差額等合計   

前期末残高 10,620,030 6,786,521

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,833,509 △4,902,005

当期変動額合計 △3,833,509 △4,902,005

当期末残高 6,786,521 1,884,515

新株予約権   

前期末残高 6,693 19,265

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12,572 11,238

当期変動額合計 12,572 11,238

当期末残高 19,265 30,504

少数株主持分   

前期末残高 3,201,853 2,646,865

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △554,988 △300,086

当期変動額合計 △554,988 △300,086

当期末残高 2,646,865 2,346,778
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 53,121,454 49,732,106

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △36,568

当期変動額   

剰余金の配当 △502,901 △502,551

当期純利益又は当期純損失（△） 1,511,814 △3,993,100

新規連結子会社増加に伴う減少高 △3,988 －

自己株式の取得 △18,347 △16,913

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,375,925 △5,190,853

当期変動額合計 △3,389,348 △9,703,419

当期末残高 49,732,106 39,992,118
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

2,303,458 △2,695,032

減価償却費 3,628,426 4,418,933

のれん償却額 △13,187 △9,975

貸倒引当金の増減額（△は減少） △59,063 △11,629

賞与引当金の増減額（△は減少） 73,906 △356,672

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1,851 △31,056

製品保証引当金の増減額（△は減少） 27,698 △27,083

退職給付引当金の増減額（△は減少） 170,664 262,731

前払年金費用の増減額（△は増加） △97,030 86,486

受取利息及び受取配当金 △438,356 △380,170

支払利息 134,809 95,806

持分法による投資損益（△は益） △91,925 △45,426

固定資産売却益 △26,809 △102,065

固定資産売却損 3,848 2,631

固定資産除却損 68,040 113,874

減損損失 66,168 207,041

関係会社株式売却益 △542,471 －

関係会社株式売却損 24,894 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △1,188

投資有価証券評価損益（△は益） 27,534 111,786

過年度固定資産除却損 16,184 －

売上債権の増減額（△は増加） 390,012 5,871,875

たな卸資産の増減額（△は増加） △211,738 108,825

仕入債務の増減額（△は減少） △1,582,182 △5,894,322

その他 △462,888 △179,287

小計 3,411,844 1,546,083

利息及び配当金の受取額 438,356 371,333

利息の支払額 △134,809 △93,028

法人税等の支払額 △717,714 △455,228

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,997,677 1,369,159

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の設定による支出 △98,563 △35,032

定期預金の払戻による収入 40,000 199,938

有形固定資産の取得による支出 △5,855,655 △2,851,717

有形固定資産の売却による収入 21,784 78,375

無形固定資産の取得による支出 △32,837 △27,826

投資有価証券の取得による支出 △13,352 △6,955

投資有価証券の売却による収入 1,000 11,722

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

890,622 －

関係会社出資金の売却による収入 239,073 －

貸付けによる支出 △202,108 △39,327

貸付金の回収による収入 58,849 196,212

その他投資の取得による支出 △29,283 △10,501

その他投資の回収による収入 55,169 24,356

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,925,300 △2,460,755
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 694,720 △198,092

長期借入れによる収入 200,000 3,033,050

長期借入金の返済による支出 △543,452 △99,285

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △17,304 △253,067

自己株式の取得による支出 △18,347 △16,913

配当金の支払額 △502,901 △502,551

少数株主への配当金の支払額 △71,546 △53,823

財務活動によるキャッシュ・フロー △258,831 1,909,316

現金及び現金同等物に係る換算差額 △39,061 △326,230

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,225,515 491,489

現金及び現金同等物の期首残高 7,218,558 5,027,329

新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 34,287 －

現金及び現金同等物の期末残高 5,027,329 5,518,819
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（５）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

   該当事項はありません。 

 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

①たな卸資産の評価方法 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっ

ておりましたが、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号

 平成18年７月５日公表分）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

これにより、当連結会計年度の営業損失及び経常損失はそれぞれ43,564千円増加、税金等調整前

当期純損失は150,601千円増加しております。 

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。 

 

②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 

当連結会計年度より、「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 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っておりま

す。 

なお、従来の方法によった場合と比べて、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失に与

える影響は軽微であります。 

 

③リース取引に関する会計基準 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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したが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を当連結会計年度から適用

し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

なお、従来の方法によった場合と比べて、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失に与

える影響はありません。 

 

（７）追加情報 

有形固定資産の耐用年数の変更 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、機械装置については、従来耐用年数を７～

12年としておりましたが、当連結会計年度より７～10年に変更しました。この変更は、法人税法の

改正を機に機械装置の使用状況を調査し、より実態に合わせた償却年数へ見直したものであります。 

これにより、当連結会計年度の営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失はそれぞれ  

293,457千円増加しております。 

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。 
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（８）連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

当社グループは、製品の種類、性質、製造方法等の類似性から判断して、同種・同系列の自動車部

品等を専ら製造販売しておりますので、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

 ２１年３月期（20.４.１～21.３.31） 

 
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
アジア 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社

（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ売上高及び営業損益   
(1)外部顧客に対する 

売上高 
63,227,590 9,800,100 8,043,588 81,071,279 － 81,071,279

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

4,233,146 111,130 2,659,141 7,003,418 (7,003,418) －

計 67,460,737 9,911,230 10,702,729 88,074,697 (7,003,418) 81,071,279

 営業費用 68,534,061 10,199,860 9,930,804 88,664,727 (5,132,394) 83,532,332

営業利益又は営業損
失（△） 

△1,073,324 △288,630 771,924 △590,029 (1,871,023) △2,461,053

Ⅱ資産 55,860,969 5,219,454 5,910,096 66,990,521 (1,403,811) 65,586,710

（注）１．国又は地域は、地理的隣接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

          北  米：米国 

          アジア：台湾、タイ、インドネシア、中国 

３．営業費用のうち、消去又は全社に含めた配賦不能営業費用は、主に当社の本社部門に係る費

用であり、その金額は1,945,962千円です。 

４． 資産のうち、消去又は全社に含めた全社資産は、主に当社での余資運用資金（現金及び預金）、

本社部門に係る資産であり、その金額は1,577,449千円です。 

５．会計処理方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

(６)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、当連結会計年度

より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用し

ております。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、営業損失が日本で43,564千円増加してお

ります。 

６．追加情報 

(７)追加情報に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、当連結会計年度より、機械装置

の耐用年数を変更しております。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、日本の営業費用は293,457千円増加し、

営業損失が同額増加しております。 

ｃ．海外売上高 

  ２１年３月期（20.４.１～21.３.31）  

 北  米 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）     9,809,810 8,693,528       210,325 18,713,664 

Ⅱ 連結売上高（千円）           －           －           －    81,071,279 

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合(％) 
       12.1%         10.7%         0.3%       23.1% 

（注）１．国又は地域は、地理的隣接度により区分しております。 

     ２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次の通りであります。 

           北  米：米国、カナダ 

           アジア：台湾、タイ、インドネシア、インド、トルコ、中国 

           その他：イギリス、ドイツ、南アフリカ 

     ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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（１株当たり情報） 

２０年３月期 

（19．４．１～20．３．31） 

２１年３月期 

（20．４．１～21．３．31） 

１株当たり純資産額        749.06円

１株当たり当期純利益金額      24.05円

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額については、希薄化効果を有している潜在株

式が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額        599.13円

１株当たり当期純損失金額      63.58円

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、１株当たり当期純損失であり、また、

希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
２０年３月期 

（20.３ .31現在） 

２１年３月期 

（21.３ .31現在） 

純資産の部の合計額（千円） 49,732,106 39,992,118 

純資産の部の合計額から控除する 

金額（千円） 
2,666,130 2,377,282 

 （うち新株予約権） (19,265) (30,504) 

 （うち少数株主持分） (2,646,865) (2,346,778) 

普通株式に係る期末の純資産額 

（千円） 
47,065,975 37,614,835 

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた期末の普通株式の数（千株） 
62,833 62,782 

（注）２．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

 ２０年３月期 
（ 19.４ .１～ 20.３ .31）

２１年３月期 
（ 20.４ .１～ 21.３ .31）

当期純利益又は当期純損失（△） 

（千円） 
1,511,814 △3,993,100 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益又は当期

純損失（△）（千円） 
1,511,814 △3,993,100 

期中平均株式数（千株） 62,849 62,804 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益金額の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権2種類（新株予約権の

数384個）普通株式384千株 

新株予約権3種類（新株予約権の

数594個）普通株式594千株 

（開示の省略） 

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・

オプション等、企業結合等に関する注記については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考

えられるため開示を省略しております。 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,341,633 2,927,914

受取手形 372,673 218,640

売掛金 14,539,976 9,368,274

製品 741,135 603,939

仕掛品 1,316,017 1,025,030

原材料及び貯蔵品 1,532,761 1,367,561

前渡金 25,000 22,299

前払費用 79,442 74,149

繰延税金資産 704,379 －

未収入金 815,656 403,597

その他 614,975 977,137

貸倒引当金 △700 △450

流動資産合計 23,082,951 16,988,093

固定資産   

有形固定資産   

建物 15,591,716 15,682,618

減価償却累計額 △10,598,589 △11,029,621

建物（純額） 4,993,127 4,652,996

構築物 3,545,126 3,555,048

減価償却累計額 △2,709,276 △2,816,063

構築物（純額） 835,850 738,984

機械及び装置 37,685,283 38,709,946

減価償却累計額 △30,881,307 △32,182,275

機械及び装置（純額） 6,803,976 6,527,671

車両運搬具 38,095 327,335

減価償却累計額 △34,842 △120,289

車両運搬具（純額） 3,252 207,045

工具、器具及び備品 6,764,197 6,786,255

減価償却累計額 △6,305,110 △6,197,107

工具、器具及び備品（純額） 459,087 589,148

土地 5,786,488 5,742,840

建設仮勘定 837,318 327,967

有形固定資産合計 19,719,101 18,786,654

無形固定資産   

ソフトウエア 30,939 31,554

その他 1,136 967

無形固定資産合計 32,075 32,522

投資その他の資産   

投資有価証券 4,641,496 2,529,340

関係会社株式 15,837,012 12,566,425

関係会社出資金 1,243,511 1,243,511

長期貸付金 2,435,333 2,742,163

長期前払費用 25,960 18,797

前払年金費用 1,202,946 1,116,459

その他 214,169 192,176

関係会社投資評価引当金 △485,503 △381,484

貸倒引当金 △85,000 △115,000

投資その他の資産合計 25,029,928 19,912,390
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

固定資産合計 44,781,104 38,731,567

資産合計 67,864,056 55,719,661

負債の部   

流動負債   

支払手形 753,883 444,753

買掛金 12,386,338 7,265,846

リース債務 － 167,741

未払金 567,915 271,759

未払費用 1,222,908 679,046

未払法人税等 203,871 38,711

未払消費税等 132,322 －

繰延税金負債 － 12,056

預り金 137,530 130,991

賞与引当金 1,265,000 965,000

役員賞与引当金 61,150 29,500

製品保証引当金 95,022 68,250

その他 210,919 72,470

流動負債合計 17,036,863 10,146,127

固定負債   

長期借入金 － 3,000,000

リース債務 － 309,176

繰延税金負債 4,212,833 2,801,064

退職給付引当金 1,992,270 2,011,133

役員退職慰労引当金 148,950 195,110

その他 18,047 20,603

固定負債合計 6,372,101 8,337,087

負債合計 23,408,964 18,483,215

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,837,208 10,837,208

資本剰余金   

資本準備金 11,128,923 11,128,923

資本剰余金合計 11,128,923 11,128,923

利益剰余金   

利益準備金 2,709,302 2,709,302

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金 538,608 509,976

別途積立金 11,302,000 11,902,000

繰越利益剰余金 1,547,112 △3,046,033

利益剰余金合計 16,097,023 12,075,245

自己株式 △510,142 △527,056

株主資本合計 37,553,012 33,514,321

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,879,680 3,687,528

繰延ヘッジ損益 3,132 4,091

評価・換算差額等合計 6,882,813 3,691,620

新株予約権 19,265 30,504

純資産合計 44,455,091 37,236,445

負債純資産合計 67,864,056 55,719,661
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 65,744,546 54,942,146

売上原価   

製品期首たな卸高 729,456 741,135

当期製品製造原価 59,731,356 52,386,977

合計 60,460,812 53,128,112

製品期末たな卸高 741,135 603,939

製品売上原価 59,719,677 52,524,173

売上総利益 6,024,868 2,417,973

販売費及び一般管理費 5,478,610 5,082,654

営業利益又は営業損失（△） 546,257 △2,664,681

営業外収益   

受取利息 69,743 72,669

受取配当金 663,829 668,689

その他 77,018 135,069

営業外収益合計 810,591 876,428

営業外費用   

支払利息 － 4,211

固定資産除却売却損 28,429 107,908

為替差損 412,552 65,222

その他 40,579 129,963

営業外費用合計 481,561 307,305

経常利益又は経常損失（△） 875,288 △2,095,559

特別利益   

関係会社株式売却益 375,270 －

関係会社投資評価引当金戻入額 210,744 104,018

過年度製品保証費用戻入額 － 138,949

その他 108,546 27,758

特別利益合計 694,560 270,727

特別損失   

固定資産除却売却損 33,869 604

減損損失 66,168 －

関係会社株式評価損 21,583 －

投資有価証券評価損 8,698 62,594

貸倒引当金繰入額 34,045 －

たな卸資産評価損 － 99,297

その他 50,885 44,745

特別損失合計 215,251 207,242

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 1,354,597 △2,032,074

法人税、住民税及び事業税 315,000 55,021

法人税等調整額 △66,735 1,432,130

法人税等合計 248,264 1,487,151

当期純利益又は当期純損失（△） 1,106,332 △3,519,226
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 10,837,208 10,837,208

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,837,208 10,837,208

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 11,128,923 11,128,923

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,128,923 11,128,923

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 2,709,302 2,709,302

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,709,302 2,709,302

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金   

前期末残高 569,574 538,608

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 △30,965 △28,632

当期変動額合計 △30,965 △28,632

当期末残高 538,608 509,976

別途積立金   

前期末残高 11,302,000 11,302,000

当期変動額   

別途積立金の積立 － 600,000

当期変動額合計 － 600,000

当期末残高 11,302,000 11,902,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 912,715 1,547,112

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 30,965 28,632

別途積立金の積立 － △600,000

剰余金の配当 △502,901 △502,551

当期純利益又は当期純損失（△） 1,106,332 △3,519,226

当期変動額合計 634,397 △4,593,146

当期末残高 1,547,112 △3,046,033

自己株式   

前期末残高 △491,795 △510,142

当期変動額   

自己株式の取得 △18,347 △16,913

当期変動額合計 △18,347 △16,913

当期末残高 △510,142 △527,056

株主資本合計   

前期末残高 36,967,928 37,553,012

当期変動額   

剰余金の配当 △502,901 △502,551
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,106,332 △3,519,226

自己株式の取得 △18,347 △16,913

当期変動額合計 585,084 △4,038,691

当期末残高 37,553,012 33,514,321

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 10,420,257 6,879,680

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,540,576 △3,192,152

当期変動額合計 △3,540,576 △3,192,152

当期末残高 6,879,680 3,687,528

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △14,734 3,132

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 17,866 958

当期変動額合計 17,866 958

当期末残高 3,132 4,091

新株予約権   

前期末残高 6,693 19,265

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12,572 11,238

当期変動額合計 12,572 11,238

当期末残高 19,265 30,504

純資産合計   

前期末残高 47,380,144 44,455,091

当期変動額   

剰余金の配当 △502,901 △502,551

当期純利益又は当期純損失（△） 1,106,332 △3,519,226

自己株式の取得 △18,347 △16,913

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,510,137 △3,179,954

当期変動額合計 △2,925,052 △7,218,646

当期末残高 44,455,091 37,236,445
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（４）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

   該当事項はありません。 
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役員の異動

平成21年6月24日付

（１）新任取締役候補
たか　はし 　とく　ゆき

髙　橋　徳　行 ［　現　トヨタ自動車（株）　常務役員　］

　*取締役副社長・代表取締役に就任予定
わ き   た　  まさ    み

脇　田　将　見 ［　現　参与　］

（２）退任予定取締役
きよ    た　  まさ   あき

清　田　正　章 ［　現　専務取締役　］

　*当社常勤監査役に就任予定
いまいずみ とし　ゆき

今　泉　敏　幸　 ［　現　常務取締役　］

　*当社常勤監査役に就任予定
おお   た　  まさ   ゆき

太　田　政　幸 ［　現　取締役（常務待遇）　（株）ｴﾌ.ｲｰ.ｼｰﾁｪｰﾝ取締役社長　］

さい　とう 　さだ　のぶ

齊　藤　定　信 ［　現　取締役　］

　*中発精工（株）取締役社長に就任予定

（３）新任監査役候補
きよ    た　  まさ   あき

　　常勤監査役 清　田　正　章 ［　現　専務取締役　］

いまいずみ とし　ゆき

　　常勤監査役 今　泉　敏　幸　 ［　現　常務取締役　］

いわ   せ　  たか  ひろ

　　　監 査 役 岩　瀬　隆　弘 ［　現　トヨタ自動車（株）　常務役員　］

（４）退任予定監査役
わた　なべ　　 まこと

渡　邊　　 惇 ［　現　常勤監査役　］

　*当社非常勤顧問に就任予定
ふく   い　  かつ  ひと

福　井　勝　人 ［　現　常勤監査役　］

　*（株）ｴﾌ.ｲｰ.ｼｰﾁｪｰﾝ取締役に就任予定
 い　　 な　　こう　いち

伊　奈　功　一 ［　現　監査役　］

（５）昇格予定取締役
はま　ぐち　ひろ　ゆき

　　専務取締役 濱　口　宏　之 ［　現　常務取締役　］

わた　なべ　あき　ひろ

　　常務取締役 渡　邊　明　博 ［　現　取締役　］
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平成２１年３月期（平成２０.４.１～平成２１.３.３１）                   平成２１年４月２８日 

決算発表（参考資料） 

 

 

 

 

 

＜定時株主総会開催予定日＞  平成２１年６月２４日（水） 

 

 

（１）連結業績の推移                                                               （百万円） 

期    別 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益 

平成２１年３月期 ８１，０７１ △２，４６１ △２，３７３  △３，９９３ 

（ 対 前 期 増 減 率 ） （△１５．５ %）    (       )     (       )     (       )  

〔 売 上 高 比 率 〕 〔１００．０%〕 〔△３．０ %〕  〔△２．９ %〕 〔△４．９ %〕 

＜ 連 単 倍 率 ＞ ＜１．４８＞ ＜       ＞     ＜       ＞  ＜       ＞ 

平成２０年３月期 ９５，９１２ １，６４７ １，７７２   １，５１１ 

平成１９年３月期 ９２，９７２ １，３７９ １，８８１   １，２７５ 

平成１８年３月期 ８９，７１７ １，７９７ ２，０９５   １，２２２ 

平成１７年３月期 ７９，８０５ １，２９８ １，３２６     ７６７ 

 

（２）対前期比利益増減要因                              (百万円) 

増 益 要 因 減 益 要 因 

労務費の減 

経費の減 

１，６５０

１， １１０

 

売上数量減による付加価値の減 

減価償却費の増 

売上価格変動 

為替変動による影響 

たな卸資産評価減 

製品構成差他 

５，３９０

４２０

３６０

２３０

１８０

２８８

計 ２，７６０ 計 ６，８６８

営業利益            ４，１０８ 百万円減益 

為替差損の減   １３０ 固定資産除却売却損の増 

その他営業外収益の減 

８０

８７

計 ２，８９０ 計 ７，０３５

  経常利益            ４，１４５ 百万円減益 

製品保証費用戻入額  

 

１４０ 投資有価証券売却益の減 

減損損失の増 

たな卸資産評価減 

海外子会社の過年度退職給付費用 

その他特別利益の減 

５４０

１４０

１１０

１１０

   ９３

計 ３，０３０ 計 ８，０２８

  税金等調整前当期純利益     ４，９９８ 百万円減益 

 

連  結  情  報 

中 央 発 條 株 式 会 社 
    コード番号５９９２ 
     東証・名証第１部 
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（３）連結財政状態                                       (百万円) 

 総資産 純資産 自 己 資 本 比

率％ 

平成２１年３月期 ６５，５８６ ３９，９９２ ５７．４ 

平成２０年３月期 ８２，２８３ ４９，７３２ ５７．２ 

増     減 △１６，６９６ △９，７３９ ０．２ポイント

（４）連結の範囲 

       連結子会社   ２０社（海外１０社、国内１０社）  

持分法適用会社  １社（海外１社）        

（５）次期の連結業績予想…平成２２年３月期（２１.４.１～２２.３.３１）          （百万円） 

 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益 

第２四半期累計期間 

(対前年同四半期増減率) 

〔 売 上 高 比 率 〕 

 ２７，５００ 

（△３８．４ %）

〔１００．０%〕

△２，０００ 

(       ) 

〔△７．３ %〕 

△２，２００ 

  (       ) 

〔△８．０ %〕 

△２，０５０ 

  (       ) 

〔△７．５ %〕 

通    期 

(対 前 期 増 減 率) 

〔 売 上 高 比 率 〕 

６３，０００ 

（△２２．３ %）

〔１００．０%〕 

△１，３００  

(       ) 

〔△２．１ %〕 

△１，４００   

    (       ) 

〔△２．２ %〕 

 △１，５５０   

   (       ) 

〔△２．５ %〕 

（６）次期の製品別売上高予想…平成２２年３月期          （百万円） 

製  品  別 金    額 対前年増減率 

シ  ャ  シ  ば  ね

精   密   ば   ね

ケ ー ブ ル

そ      の      他

   １８，７００ 

   １４，７００ 

   １７，１００ 

   １２，５００ 

△２２．３ ％

△２２．６ 

△２２．２ 

△２２．２ 

合    計    ６３，０００  △２２．３ 

（７）設備投資額の推移                                           （百万円） 

 

   

前 期 実 績 

(平成２０年３月期) 

当 期 実 績 

(平成２１年３月期) 

次 期 計 画 

(平成２２年３月期) 

設 備 投 資 額 ５，２２９ ２，２８９ ９６０ 

減 価 償 却 費 ３，８４０ ４，２５５ ４，０００ 

 



- 単独1 - 

平成２１年３月期（２０.４.１～２１.３.３１）                       平成２１年４月２８日 
決算発表（参考資料） 

 

 

 
 

 

 
（１）業績推移                                              （百万円） 

期    別 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

平成２１年３月期    ５４，９４２    △２，６６４    △２，０９５    △３，５１９ 

（対前期増減率） （△１６．４%）   (       ) (       ) (       ) 

〔 売 上 高 比 率 〕    〔１００．０%〕  〔△４．８%〕  〔△３．８%〕  〔△６．４%〕 

平成２０年３月期    ６５，７４４         ５４６         ８７５      １,１０６ 

平成１９年３月期    ６４，１１３         １０２         ９４９         ６３８ 

平成１８年３月期    ６０，５５０         ６５１         ８４５         ６０４ 

平成１７年３月期    ５５，９３６       ６３８       ８２１         ４２１ 

 

（２）対前期比利益増減要因                              (百万円) 

増 益 要 因 減 益 要 因 

労務費の減 

経費の減 

１，２９０

７７０

売上数量減による付加価値の減 

売上価格変動 

減価償却費の増 

為替変動による影響 

たな卸資産評価減 

構成差他 

４，０５０

 ３５０

２２０

１６０

     １４０

   ３５０

計 ２，０６０ 計 ５，２７０

営業利益      ３，２１０ 百万円 減益 

為替差損の減    ３５０ 固定資産除却売却損の増 

その他営業外費用の増 

 ７０

 ４１

計 ２，４１０ 計 ５，３８１

経常利益      ２，９７１ 百万円 減益 

その他特別利益の減     ６５ 投資有価証券売却益の減 

たな卸資産評価減 

   ３８０

１００

計 ２，４７５ 計 ５，８６１

税引前当期純利益  ３，３８６ 百万円 減益 

（３）配当状況                                              

 １株当たり年間配当金 

平成２１年３月期 ４円００銭 

平成２０年３月期 ８円００銭 

（４）財政状態                                            (百万円) 

 総資産 純資産 自己資本比率％

平成２１年３月期 ５５，７１９ ３７，２３６ ６６．８ 

平成２０年３月期 ６７，８６４ ４４，４５５ ６５．５ 

増     減 △１２，１４４ △７，２１８ １．３ポイント 

  

単  独  情  報 

中 央 発 條 株 式 会 社 
    コード番号５９９２ 
     東証・名証第１部 
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（５）次期の業績予想…平成２２年３月期（２１.４.１～２２.３.３１）           （百万円） 

 売  上  高 営業利益 経常利益 当期純利益 

第２四半期累計期間 
(対前年同四半期増減率) 

〔 売 上 高 比 率 〕 

  ２１，０００  

(△３３．０%) 
〔１００．０%〕 

   △１，４００ 
   (       )   

 〔△６．７ %〕 

   △１，４５０ 
  (       ) 

  〔△６．９ %〕  

  △１，５００ 
  (       )   

 〔△７．１ %〕 

通    期 
(対 前 期 増 減 率) 

〔 売 上 高 比 率 〕 

  ４７，０００ 
（△１４．５ %）

〔１００．０%〕

   △１，２００ 
  (       )   

 〔△２．６ %〕 

   △１，１５０ 
    (       ) 

  〔△２．４ %〕 

△１，２５０ 
(       ) 

  〔△２．７ %〕 

（６）次期の製品別売上高予想…平成２２年３月期        （百万円） 

製  品  別 金  額 対前期増減率 

シ  ャ  シ  ば  ね

精   密   ば   ね

ケ ー ブ ル

キ ャ ブ レ ッ ク ス

そ      の      他

    １７，２００ 

    １３，１００ 

    １２，１００ 

     ２，２００ 

     ２，４００ 

△１１．９ 

△１９．２ 

   △１１．２ 

   △１２．１ 

   △２２．０ 

合    計     ４７，０００ △１４．５   

（７）設備投資額の推移                                     （百万円） 

 

   

前 期 実 績 

(平成２０年３月期) 

当 期 実 績 

(平成２１年３月期) 

次 期 計 画 

(平成２２年３月期) 

設 備 投 資 額       １，９８５       １，４９７         ６００ 

減 価 償 却 費       ２，３５３       ２，７５５       ２，６５０ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




