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1.  平成22年2月期第2四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年8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 ％

22年2月期第2四半期 3,919 ― △399 ― △333 ― △276 ―
21年2月期第2四半期 7,577 ― 458 ― 547 ― 444 ―

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2月期第2四半期 △28.80 ―
21年2月期第2四半期 36.01 ―

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2月期第2四半期 12,886 8,556 65.2 873.50
21年2月期 13,748 8,559 60.9 873.16

（参考） 自己資本  22年2月期第2四半期  8,402百万円 21年2月期  8,370百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― 4.50 ― 4.50 9.00
22年2月期 ― 3.75
22年2月期 
（予想）

― 3.75 7.50

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28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 9,000 △32.7 △50 △112.7 60 △88.8 6 △98.3 0.63
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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  無  
（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） 

（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。 

(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. 上記の予想は、本資料の発表現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、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。 
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。 

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） 22年2月期第2四半期 9,621,550株 21年2月期 9,621,550株
② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期 37,108株 21年2月期 35,171株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第2四半期 9,585,219株 21年2月期第2四半期 9,590,983株
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 当第２四半期連結累計期間においてわが国経済は、昨年秋以降の世界同時不況の影響により引き続き厳しい状況に

あるものの、経済対策の効果もあり景気に底打ち感が見られました。当社グループの主要な取引先である自動車業界

では、四輪車が在庫調整の一段落や環境適応車の投入、政府の販売支援策により生産はやや持ち直しましたが、極め

て低い水準で推移しました。二輪車も北米、欧州への需要低迷により大幅に減少しました。こうしたなか、当第２四

半期連結累計期間の売上高は前年同期比48.3％減少の3,919百万円となりました。 

利益面につきましては、営業損失が399百万円（前年同期比857百万円減少）となりました。経常損失は333百万円

（前年同期比880百万円減少）となり、四半期純損失は276百万円（前年同期比720百万円減少）となりました。  

※「連結経営成績に関する定性的情報」における前年同期比は参考値として記載しております。  

  

 第２四半期の財政状態につきましては、総資産が前連結会計年度末より862百万円減少の12,886百万円になりまし

た。主な減少要因は、受取手形及び売掛金が1,026百万円減少したことによるものです。 

純資産は、8,556百万円となり、自己資本比率は65.2％となりました。   

  

世界経済が各国政府の景気刺激効果や新興国の堅調推移により底堅さを増すなかでわが国経済は所得や雇用環境の

悪化から本格的な景気回復にはしばらくの時間を要するとみられます。 

当社グループの主要取引先である自動車業界は、先進国における政府の販売支援、新興国における堅調な需要を背

景に緩やかな回復が見込まれるものの景気の下振れ要因もあり不透明感が強く厳しい環境が続くとみられます。 

こうした経営環境を踏まえ、当社グループは、生産体制の最適化、原価低減の推進、一段の業務効率化を進め、収

益基盤の強化を図ってまいります。 

なお、平成22年２月期の通期連結業績予想につきましては、景気回復の遅れが懸念されることから期初予想を見直

しております。  

  

  該当事項はありません。 

  

  

① 簡便的な会計処理 

たな卸資産の評価方法 

たな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のみ正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行うこととしております。  

  

固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として主として定率法を採用しておりますが、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間

按分して算定しております。  

  

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  

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に、経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化が無いと認められるため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測

やタックス・プランニングを利用しております。 

  

② 四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理  

該当事項はありません。  

  

  

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
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（会計処理基準に関する事項の変更）  

① 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 棚卸資産の評価に関する会計基準の変更  

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を第

１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げ

の方法）に変更しております。これにより、営業損失、経常損失は11,457千円、税金等調整前四半期純損失

は、24,839千円増加しております。  

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 

「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」（企業会計基準委員会 平成18

年５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行ってお

ります。 

なお、この適用による四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

④ リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかか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）を第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取

引に係る会計処理によっております。 

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間

を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、リース取引開始日が第１四半期連結会計期間開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、引き続き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。 

この適用による四半期連結財務諸表に与える影響はありません。  

（追加情報） 

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４～14年として

おりましたが、第１四半期連結会計期間より４～10年に変更しております。 

これにより、従来の方法によった場合に比べ、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それ

ぞれ35,019千円増加しております。 

  

（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21年８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21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 856,632 782,423

受取手形及び売掛金 2,615,035 3,641,319

商品及び製品 444,232 470,457

仕掛品 254,687 222,217

原材料及び貯蔵品 394,426 451,486

その他 271,108 254,028

貸倒引当金 △1,978 △3,058

流動資産合計 4,834,142 5,818,872

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,925,322 3,865,634

減価償却累計額 △1,554,157 △1,481,775

建物及び構築物（純額） 2,371,165 2,383,859

機械装置及び運搬具 7,042,961 6,837,278

減価償却累計額 △5,270,893 △5,042,239

機械装置及び運搬具（純額） 1,772,068 1,795,039

土地 1,713,029 1,712,865

建設仮勘定 1,663 150,757

その他 606,442 594,345

減価償却累計額 △548,582 △531,824

その他（純額） 57,860 62,521

有形固定資産合計 5,915,785 6,105,040

無形固定資産   

その他 24,599 23,561

無形固定資産合計 24,599 23,561

投資その他の資産   

投資有価証券 1,975,476 1,549,137

その他 177,230 291,743

貸倒引当金 △40,479 △40,100

投資その他の資産合計 2,112,226 1,800,781

固定資産合計 8,052,610 7,929,382

資産合計 12,886,752 13,748,255
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年８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21年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,421,547 1,657,041

短期借入金 479,803 1,020,532

1年内返済予定の長期借入金 848,654 430,093

未払法人税等 19,981 48,091

賞与引当金 120,486 121,692

役員賞与引当金 17,950 27,400

その他 353,820 890,782

流動負債合計 3,262,241 4,195,632

固定負債   

長期借入金 658,873 646,019

退職給付引当金 192,962 186,651

その他 216,118 160,703

固定負債合計 1,067,953 993,374

負債合計 4,330,194 5,189,005

純資産の部   

株主資本   

資本金 819,078 819,078

資本剰余金 966,758 966,758

利益剰余金 6,536,217 6,855,417

自己株式 △24,090 △23,227

株主資本合計 8,297,963 8,618,025

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 257,385 △20,709

為替換算調整勘定 △153,277 △226,859

評価・換算差額等合計 104,108 △247,568

少数株主持分 154,487 188,792

純資産合計 8,556,558 8,559,249

負債純資産合計 12,886,752 13,748,255
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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21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 3,919,428

売上原価 3,831,497

売上総利益 87,931

販売費及び一般管理費 487,595

営業損失（△） △399,664

営業外収益  

受取利息 189

受取配当金 12,118

持分法による投資利益 7,412

助成金収入 55,124

その他 20,098

営業外収益合計 94,941

営業外費用  

支払利息 15,984

為替差損 11,026

その他 1,815

営業外費用合計 28,825

経常損失（△） △333,547

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,110

特別利益合計 1,110

特別損失  

投資有価証券評価損 36,582

固定資産処分損 7,883

たな卸資産評価損 13,382

貸倒引当金繰入額 379

特別損失合計 58,227

税金等調整前四半期純損失（△） △390,664

法人税、住民税及び事業税 28,341

法人税等調整額 △130,701

法人税等合計 △102,360

少数株主損失（△） △12,243

四半期純損失（△） △276,061
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △390,664

減価償却費 378,297

投資有価証券評価損益（△は益） 36,582

貸倒引当金の増減額（△は減少） △701

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,206

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,311

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,450

受取利息及び受取配当金 △12,307

支払利息 15,984

固定資産除却損 7,883

売上債権の増減額（△は増加） 1,026,284

たな卸資産の増減額（△は増加） 50,816

仕入債務の増減額（△は減少） △235,494

持分法による投資損益（△は益） △7,412

その他の資産の増減額（△は増加） 3,287

その他の負債の増減額（△は減少） △80,476

小計 787,736

利息及び配当金の受取額 25,999

利息の支払額 △17,020

法人税等の還付額 96,414

法人税等の支払額 △56,944

営業活動によるキャッシュ・フロー 836,185

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △8,550

有形固定資産の取得による支出 △703,610

無形固定資産の取得による支出 △4,000

貸付けによる支出 △187

貸付金の回収による収入 463

投資活動によるキャッシュ・フロー △715,885

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） △544,215

長期借入れによる収入 600,000

長期借入金の返済による支出 △174,499

自己株式の取得による支出 △862

配当金の支払額 △43,139

財務活動によるキャッシュ・フロー △162,715

現金及び現金同等物に係る換算差額 116,624

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 74,209

現金及び現金同等物の期首残高 782,423

現金及び現金同等物の四半期末残高 856,632
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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。 

  

当社グループはすべて、二輪車、四輪車業界向け部品の製造・販売に関する事業を主として営んでいるため、

事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。  

  

  

本国のセグメントの売上高の金額が全セグメントの合計の90％超であるため記載を省略しております。  

  

  

海外売上高は連結売上高の10％未満であるので記載を省略しております。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高       7,577,425  100.0

Ⅱ 売上原価       6,530,872  86.2

売上総利益       1,046,553  13.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費       588,059  7.8

営業利益       458,494  6.0

Ⅳ 営業外収益                

１．受取利息  199           

２．受取配当金  21,316           

３．持分法による投資利益  31,236           

４．不用品売却収入  54,315           

５．その他  10,833  117,898  1.6

Ⅴ 営業外費用                

１．支払利息  20,642           

２．為替差損  6,130           

３．その他  1,625  28,397  0.4

経常利益       547,995  7.2

Ⅵ 特別利益                

１．補助金受贈益  205,037           

２．固定資産売却益  28,480           

３．貸倒引当金戻入益  1,770  235,287  3.1

Ⅶ 特別損失                

１．固定資産処分損  18,074           

２．役員退職慰労金  3,000           

３．会員権等評価損  434  21,508  0.3

税金等調整前中間純利益       761,774  10.0

法人税、住民税及び事業税  218,115           

法人税等調整額  93,551  311,666  4.1

少数株主利益       5,573  0.1

中間純利益       444,536  5.8
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（２）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20年３月１日 
至 平成20年８月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  761,774

減価償却費   351,540

貸倒引当金の増減額（△減少額）   △1,990

退職給付引当金の増減額（△減少額）   19,736

役員退職慰労金引当金の増減額（△減少額）   △159,175

賞与引当金の増減額（△減少額）   △5,340

役員賞与引当金の増減額（△減少額）   △22,750

受取利息及び受取配当金   △21,515

支払利息   20,642

補助金受贈益   △205,037

会員権等評価損   434

有形固定資産除却損   18,074

売上債権の増減額（△増加額）   △63,754

たな卸資産の増減額（△増加額）   △73,850

仕入債務の増減額（△減少額）   △58,800

長期未払金の増減額（△減少額）   159,175

持分法による投資利益   △31,236

その他   △120,465

小計  567,463

利息及び配当金の受取額   21,515

利息の支払額   △19,921

補助金の受取額   205,037

法人税等の支払額   △280,112

営業活動によるキャッシュ・フロー  493,982

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出   △36,089

有形固定資産の売却による収入   21,156

有形固定資産の取得による支出   △369,244

無形固定資産の取得による支出   △3,250

貸付けによる支出   △78

貸付金の回収による収入   1,783

投資活動によるキャッシュ・フロー  △385,723

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の増減額（△減少額）   △190,642

長期借入金による収入   30,000

長期借入金の返済による支出   △145,535

自己株式の取得による支出  △3,633

配当金の支払額   △43,187

財務活動によるキャッシュ・フロー  △352,997

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △20,957

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△減少額）  △265,695

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  617,856

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  352,161
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前中間連結会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

当社グループはすべて、二輪車、四輪車業界向けに各種ばね及びその関連製品の製造・販売に関連する事業

を主として営んでいるため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。  

  

  

前中間連結会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

本国のセグメントの売上高が全セグメントの売上高の合計の90％超であるため記載を省略しております。  

   

  

前中間連結会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

海外売上高は連結売上高の10％未満であるので記載を省略しております。 

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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