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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 14,371 △35.0 △721 ― △616 ― △507 ―
21年3月期第1四半期 22,106 ― △273 ― 79 ― 17 ―

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

22年3月期第1四半期 △8.08 ―
21年3月期第1四半期 0.28 ―

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

22年3月期第1四半期 67,089 41,089 57.7 616.27
21年3月期 65,586 39,992 57.4 599.13

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  38,687百万円 21年3月期  37,614百万円

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  
 当社は定款において期末日および第2四半期末日を配当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。
（「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」欄参照） 

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

21年3月期 ― 4.00 ― 0.00 4.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― ― ―

3.  平成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）

（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

第2四半期 
連結累計期間

27,500 △38.4 △2,000 ― △2,200 ― △2,050 ― △32.66

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) 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、3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） 

(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．平成21年4月28日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 
２．平成22年3月期の第2四半期末及び期末の配当予想につきましては、業績の見通しが不透明であることから現時点では未定であります。配当予想額の
開示は、平成22年3月期第2四半期決算短信において行う予定です。 
３．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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 63,855,994株 21年3月期  63,855,994株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,079,768株 21年3月期  1,073,077株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 62,778,677株 21年3月期第1四半期 62,827,670株
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【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 

 

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 

 
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 

わが国経済は昨年秋の世界的金融危機以降急速な悪化を続けてまいりましたが、当第１四半期に

おいては、輸出の下げ止まりや在庫調整の進展に伴う鉱工業生産の増加などから、一部では回復局

面と言われる状況に入りました。しかしながら、企業収益の悪化や厳しい資金調達を背景に設備投

資は大幅に減少しており、全体で見れば未だ厳しい状況が続いております。 

当社グループの関係する自動車業界におきましても、一部では明るい兆しは見えてはいるもの

の、世界同時不況からの回復はまだ完全ではなく、自動車生産台数も前年同四半期に比べて大幅に

減少となりました。 

このような厳しい経済状況の中、売上高につきましては１４３億７千１百万円となり、前年同四

半期比７７億３千４百万円（△３５．０％）の減収となりました。損益の状況につきましては、昨

年度から継続しております原価低減活動をより一層推し進めてまいりましたが、売上高の減少が大

きく影響し、７億２千１百万円の営業損失となりました。また、経常損失は６億１千６百万円、四

半期純損失は５億７百万円となりました。 

当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ１５億２百万円増加し、６７０億８

千９百万円となりました。これは主に、投資有価証券の増加（１８億１千万円）によるものです。

純資産は、前連結会計年度末に比べ１０億９千７百万円増加の４１０億８千９百万円となりまし

た。これは主に、その他有価証券評価差額金の増加（１０億８千２百万円）によるものです。 

平成 21 年４月 28 日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

   該当事項はありません。 

（簡便な会計処理） 
１．たな卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出については、実地たな卸を省略し、

前連結会計年度末に係る実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。
２．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 

当第１四半期連結会計期間に係る法人税等の算定については、加減算項目や税額控除項目

を重要なものに限定する等の簡便的な方法によっております。 
また、繰延税金資産の回収可能性については、前連結会計年度末において使用した将来の

業績予測やタックス･プランニングに、前連結会計年度末からの一時差異等の重要な変動を

加味したものを使用する方法によっております。 

   該当事項はありません。 
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,674,346 5,560,044

受取手形及び売掛金 12,354,773 12,203,220

商品及び製品 2,395,419 2,355,574

仕掛品 1,510,371 1,426,579

原材料及び貯蔵品 3,235,858 3,459,210

繰延税金資産 265,286 228,396

未収入金 319,763 230,434

その他 809,423 840,194

貸倒引当金 △42,196 △42,234

流動資産合計 26,523,045 26,261,421

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 24,866,196 24,670,811

減価償却累計額 △16,630,604 △16,397,216

建物及び構築物（純額） 8,235,591 8,273,594

機械装置及び運搬具 49,001,451 48,800,071

減価償却累計額 △38,574,147 △38,027,595

機械装置及び運搬具（純額） 10,427,304 10,772,475

土地 8,497,516 8,468,755

建設仮勘定 473,609 475,945

その他 7,889,418 7,895,027

減価償却累計額 △6,966,322 △6,940,307

その他（純額） 923,096 954,720

有形固定資産合計 28,557,118 28,945,492

無形固定資産   

のれん 46,374 50,746

その他 122,819 127,870

無形固定資産合計 169,193 178,616

投資その他の資産   

投資有価証券 9,939,540 8,128,652

関係会社出資金 280,456 308,697

長期前払費用 171,849 162,923

繰延税金資産 120,287 177,763

前払年金費用 1,040,845 1,116,459

その他 360,248 380,096

投資損失引当金 △1,777 △1,777

貸倒引当金 △71,545 △71,635

投資その他の資産合計 11,839,906 10,201,179

固定資産合計 40,566,219 39,325,288

資産合計 67,089,265 65,586,710

- 4 -

中央発條㈱（5992）　平成22年３月期　第１四半期決算短信



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,021,239 9,288,049

短期借入金 1,448,960 1,267,452

未払金 256,027 758,150

未払費用 2,396,774 1,299,409

未払法人税等 50,415 120,586

繰延税金負債 12,062 12,070

賞与引当金 529,476 1,239,591

役員賞与引当金 15,013 78,465

製品保証引当金 73,495 68,250

その他 686,958 564,207

流動負債合計 14,490,424 14,696,232

固定負債   

長期借入金 4,057,233 4,008,387

繰延税金負債 4,156,231 3,344,982

退職給付引当金 2,578,250 2,656,939

役員退職慰労引当金 241,043 371,621

その他 476,952 516,428

固定負債合計 11,509,711 10,898,359

負債合計 26,000,136 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 13,783,972 14,291,244

自己株式 △528,790 △527,056

株主資本合計 35,221,313 35,730,319

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,773,808 3,691,542

繰延ヘッジ損益 △2,530 △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 △1,547,350 △2,045,160

評価・換算差額等合計 3,466,001 1,884,515

新株予約権 31,705 30,504

少数株主持分 2,370,107 2,346,778

純資産合計 41,089,128 39,992,118

負債純資産合計 67,089,265 65,586,710
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 22,106,177 14,371,728

売上原価 19,940,193 13,207,646

売上総利益 2,165,984 1,164,081

販売費及び一般管理費 2,439,541 1,885,520

営業損失（△） △273,557 △721,438

営業外収益   

受取利息 8,603 1,688

受取配当金 188,735 92,529

負ののれん償却額 21,034 －

持分法による投資利益 18,827 －

為替差益 115,567 －

助成金収入 － 137,128

その他 38,581 42,553

営業外収益合計 391,350 273,898

営業外費用   

支払利息 20,302 30,342

為替差損 － 95,460

持分法による投資損失 － 16,142

その他 18,227 26,763

営業外費用合計 38,529 168,708

経常利益又は経常損失（△） 79,263 △616,249

特別利益   

賞与引当金戻入額 － 107,868

過年度製品保証費用戻入額 97,000 －

前期損益修正益 － 37,214

その他 3,798 36,688

特別利益合計 100,798 181,770

特別損失   

投資有価証券評価損 26,462 －

たな卸資産評価損 107,037 －

前期損益修正損 105,792 1,575

その他 9,195 49

特別損失合計 248,488 1,625

税金等調整前四半期純損失（△） △68,426 △436,104

法人税、住民税及び事業税 263,905 15,049

法人税等調整額 △368,972 101,030

法人税等合計 △105,067 116,080

少数株主利益又は少数株主損失（△） 18,935 △44,913

四半期純利益又は四半期純損失（△） 17,705 △507,271
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（３）継続企業の前提に関する注記 
  該当事項はありません。 
 
（４）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 
  前第１四半期連結累計期間（自平成 20 年４月１日 至平成 20 年６月 30 日） 

 
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） 

売上高  
(1)外部顧客に対する売上高 17,443,937 2,760,669 1,901,570 22,106,177 － 22,106,177
(2)セグメント間の内部売上  

高又は振替高 
1,275,709 98 773,879 2,049,688 (2,049,688) －

計 18,719,647 2,760,767 2,675,450 24,155,865 (2,049,688) 22,106,177

営業利益又は営業損失（△） △19,940 △37,396 247,022 189,685 (463,242) △273,557

 
  当第１四半期連結累計期間（自平成 21 年４月１日 至平成 21 年６月 30 日） 

 
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） 

売上高  
(1)外部顧客に対する売上高 11,936,332 1,251,026 1,184,369 14,371,728 － 14,371,728
(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
824,224 15,755 397,357 1,237,337 (1,237,337) －

計 12,760,557 1,266,781 1,581,726 15,609,065 (1,237,337) 14,371,728

営業損失（△） △130,820 △137,674 △56,612 △325,106 (396,332) △721,438

（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 
 
ｃ．海外売上高 
  前第１四半期連結累計期間（自平成 20 年４月１日 至平成 20 年６月 30 日） 

 北 米 アジア その他 計 

Ⅰ海外売上高（千円） 2,763,818 2,120,193 91,531 4,975,544

Ⅱ連結売上高（千円） 22,106,177

Ⅲ連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
12.5 9.6 0.4 22.5

 
  当第１四半期連結累計期間（自平成 21 年４月１日 至平成 21 年６月 30 日） 

 北 米 アジア その他 計 

Ⅰ海外売上高（千円） 1,251,215 1,249,568 14,592 2,515,376

Ⅱ連結売上高（千円） 14,371,728

Ⅲ連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
8.7 8.7 0.1 17.5

（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とおりであります。 
     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：ドイツ、南アフリカ、イギリス 
   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。 
 
（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
  該当事項はありません。 
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「参考」四半期個別財務諸表 

（１）（要約）四半期貸借対照表 
（単位：千円）   

 

当第１四半期会計期間末 

 

(平成 21 年 6月 30 日) 

前事業年度末に係る 

要約貸借対照表 

(平成 21 年 3月 31 日) 

資産の部   

流動資産 17,748,341 16,988,093

固定資産 39,550,493 38,731,567

資産合計 57,298,834 55,719,661

負債の部   

流動負債 10,303,541 10,146,127

固定負債 8,959,392 8,337,087

負債合計 19,262,933 18,483,215

純資産の部 

株主資本 33,234,632 33,514,321

評価・換算差額等 4,769,563 3,691,620

新株予約権 31,705 30,504

純資産合計 38,035,901 37,236,445

負債純資産合計 57,298,834 55,719,661

 
（２）（要約）四半期損益計算書 

（単位：千円）   

 

前第１四半期累計期間 

（自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 20年６月 30日)

当第１四半期累計期間 

（自 平成 21 年４月１日 

  至 平成 21年６月 30日)

売上高 15,558,555 10,366,820

売上原価 14,689,829 9,748,123

売上総利益 868,725 618,697

販売費及び一般管理費 1,397,554 1,140,480

営業損失（△） △528,828 △521,783

営業外収益 525,899 341,667

営業外費用 18,717 118,846

経常損失（△） △21,647 △298,962

特別利益 116,322 68,563

特別損失 108,907 39,022

税引前四半期損失（△） △14,232 △269,421

法人税等 △156,045 8,533

四半期純利益又は四半期純損失

（△） 
141,812 △277,954

 
（注）上記の四半期個別財務諸表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成した四半期財務諸表の 
   一部科目を集約して表示しており、法定開示におけるレビュー対象ではありません。 
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