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

22年3月期第3四半期 21,869 △30.0 △352 ― △585 ― △460 ―

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

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3四半期 △11.59 ―

21年3月期第3四半期 △50.86 ―

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3四半期 23,003 4,248 12.4 71.74
21年3月期 23,793 5,247 14.7 88.29

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  2,848百万円 21年3月期  3,506百万円

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3月期 ― ― ― 0.00 0.00
22年3月期 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00

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 28,800 △23.2 △450 ― △700 ― △500 ― △12.59
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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）  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。 

(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） 

(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 

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。 
なお、業績予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 3社 （社名
株式会社アキュレイト、株式会社一
化商事、KATO FASTENING SYSTE
MS, INC.

）

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3四半期 40,155,637株 21年3月期  40,155,637株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  453,530株 21年3月期  444,362株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 39,705,188株 21年3月期第3四半期 39,728,436株
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当第３四半期連結累計期間（平成21年４月～12月）におけるわが国の経済は、好調な新興国経済や政府

の景気対策の効果等により輸出や生産が徐々に回復し、景況感が改善しているものの、企業の設備投資の

減少や雇用の抑制が続いているため、景気の本格的な回復にはまだ時間がかかると見られております。 

 こうした環境の中で、当社グループにおいては、ＯＡ機器向けや自動車向け等の売上が第２四半期（７

月～９月）以降持ち直してきているものの、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比ではすべ

ての事業において減収となり、30.0％減の218億69百万円となりました。利益面につきましては、合理化

策の実行による固定費削減の効果から精密ばね事業とプラスチック事業では営業損益が改善しましたが、

ヒンジユニットを中心とする精密組立部品事業において売上高の減少に伴う利益の減少の影響が大きかっ

たため、営業損失３億52百万円（前年同期比85百万円損失増加）を計上しました。また、営業外収益の減

少により経常損失は５億85百万円（同２億36百万円損失増加）となりましたが、前年同期に発生したのれ

んや固定資産の減損に伴う特別損失が減少したため、当期純損失は４億60百万円（前年同期比15億60百万

円損失減少）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、ＯＡ機器向けや自動車向けの落ち込みが大きかったため、前年同期比30.1％減の92億23百

万円となりました。しかしながら、第２四半期以降、人件費を中心とする固定費削減と原価低減の効果

が表れ収益が改善したことから、営業利益は前年同期比３億46百万円増益の３億11百万円となりまし

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・海外ともに高機能機種の販売が落ち込んだ

ことと、第２の柱として立ち上げたノートパソコン向けの売上が、中国新工場における本格稼動の遅れ

から計画を下回ったことから、売上高は前年同期比49.7％減の30億97百万円となり、営業損失４億97百

万円（前年同期比６億71百万円減益）を計上しました。 
③ モーター事業 

健康機器市場向けの売上高が減少したこと等により、売上高は前年同期比24.9％減の28億37百万円と

なりました。一方、低採算商品の売上減少や固定費の削減等により、営業損失は37百万円（前年同期比

37百万円損失増加）となりました。 
④ プラスチック事業 
売上高は、ＯＡ機器向けが減少したものの、自動車関連向けが回復してきたことから、前年同期比

17.2％減の67億10百万円となりました。売上高減少の影響があったものの、のれんの償却がなくなった

ことや合理化による人件費等の固定費削減効果により、営業損失は前年同期比２億74百万円改善の１億

33百万円となりました。 
  
所在地別セグメントの業績は以下のとおりです。 
① 日本 
ＯＡ機器・自動車関連向けの精密ばねや樹脂製品の売上減少、携帯電話向け高機能ヒンジユニットの

売上減少等により、売上高は前年同期比31.3％減の171億79百万円となりました。精密ばね事業の収益

が固定費削減効果により前年同期に比べ改善したものの、ヒンジユニットを中心とする精密組立部品事

業の収益が売上高の減少に伴い大幅に悪化した結果、営業損失は前年同期より66百万円増加し６億35百

万円となりました。 
② 米国 
円高の進行と米国景気の低迷により自動車関連や航空機産業向け精密ばねの売上が減少したほか、本

年９月に販売子会社の株式を売却したことに伴い、売上高は前年同期比32.6％減の９億66百万円となり

ました。また、営業損益は前年同期に比べ１億28百万円減益の35百万円の損失となりました。 

③ ヨーロッパ 
円高の進行と英国景気の低迷による精密ばね全般の売上減少から、売上高は前年同期比29.5％減の６

億28百万円、営業損益は前年同期に比べ68百万円減益の９百万円の損失となりました。 

④ アジア 
売上高は前年同期比20.9％減の30億94百万円となりましたが、第２四半期以降、シンガポールやタ

イ、中国において、ＯＡ機器や自動車関連向けの精密ばねの売上が持ち直したことや合理化による固定

費削減効果が表れたことから、営業利益は前年同期比１億36百万円増の２億87百万円となりました。 
  

  

・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における総資産は230億３百万円と、前連結会計年度末に比べ７億90百万

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、棚卸資産が３億14百万円減少し、また有形固定資産が減価償却の実施等により３億88百万

円減少しました。 

 負債の部は、負債合計が187億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億８百万円増加しました。

これは、事業再編の一環として計上されていた未払費用の支払が実行されたこと等により、その他流動負

債が８億57百万円減少し、また、福島工場閉鎖に伴う早期退職、本社及び柏崎工場の事業所における希望

退職の実施により、退職給付引当金が２億92百万円減少した一方で、売上高増加による仕入債務が11億68

百万円増加したことや、短期及び長期借入金が増加したこと等が主な要因となっております。 

 純資産の部は、純資産合計が42億48百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億98百万円減少しまし

た。これは、当第３四半期連結累計期間において４億60百万円の四半期純損失を計上したこと、及び少数

株主持分が３億49百万円減少し、さらに円高の影響により為替換算調整勘定が１億49百万円減少したこと

が主な要因です。 

 この結果、自己資本比率は12.4％となり2.3％減少しました。 
  

平成22年３月期通期の連結業績予想につきましては、平成22年１月29日発表の予想から変更はありませ

ん。 
  

  

当第３四半期連結累計期間において、当社が所有する株式会社アキュレイトの全株数を平成21年４月
10日に売却したことにより、連結の範囲から除外しております。また、連結子会社の株式会社一化商事
は、平成21年６月23日をもって連結子会社の第一化成株式会社が吸収合併し、解散いたしました。 
 また、平成21年９月11日にKATO FASTENING SYSTEMS, INC.の当社が保有する株式すべてを売却したた
め、当第２四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。なお、当第２四半期連結累計期
間においては、同社の損益計算書を連結しております。 
  

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

る場合には、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。 
  

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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該当事項はありません。 

  

当社グループは米国に端を発した世界的な金融危機と景気減速を背景としたＯＡ機器や精密機器、自

動車等の製造業における生産調整の影響を受け、前連結会計年度において売上高の著しい減少、継続的

な営業損失の計上に加え、重要な当期純損失を計上したことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じ

させる事象又は状況が存在していると認識しました。当第３四半期連結累計期間においても未だ営業利

益を計上するには至っていないことを鑑み、引続き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は

状況が存在していると認識しています。 

 これらの状況を解消すべく、経営合理化策の実施による収益改善に取組み、第２四半期連結会計期

間、当第３四半期連結会計期間において営業利益の黒字化を実現したこと、また資金繰り計画に対する

金融機関の支援体制を得ることができていることから、事業継続にあたり、重要な不確実性は存在して

いないと判断しております。 
  
  

  

(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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等
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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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,733,950 4,017,221

受取手形及び売掛金 7,051,775 6,221,305

商品及び製品 881,302 1,032,884

仕掛品 663,620 668,344

原材料及び貯蔵品 1,531,737 1,690,003

繰延税金資産 22,979 71,016

その他 600,529 801,620

貸倒引当金 △52,050 △22,437

流動資産合計 14,433,845 14,479,958

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,132,987 2,035,458

機械装置及び運搬具（純額） 2,587,696 2,903,784

土地 2,413,704 2,431,309

その他（純額） 664,956 817,167

有形固定資産合計 7,799,345 8,187,719

無形固定資産   

のれん 52,661 63,815

その他 269,067 157,106

無形固定資産合計 321,728 220,921

投資その他の資産合計 448,181 904,826

固定資産合計 8,569,255 9,313,468

資産合計 23,003,101 23,793,426
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,706,067 3,537,841

短期借入金 3,917,844 3,455,202

1年内返済予定の長期借入金 1,719,203 2,328,062

未払法人税等 73,515 90,796

賞与引当金 28,103 46,852

その他 1,068,587 1,926,277

流動負債合計 11,513,321 11,385,033

固定負債   

長期借入金 4,693,077 4,111,902

繰延税金負債 313,093 328,040

退職給付引当金 1,346,488 1,638,896

役員退職慰労引当金 53,575 62,255

負ののれん 157,375 244,336

その他 677,863 775,692

固定負債合計 7,241,473 7,161,123

負債合計 18,754,795 18,546,157

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,451,610 3,451,610

資本剰余金 2,571,588 2,572,288

利益剰余金 △1,704,477 △1,158,543

自己株式 △133,278 △133,217

株主資本合計 4,185,442 4,732,137

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,753 △32,241

為替換算調整勘定 △1,342,777 △1,193,692

評価・換算差額等合計 △1,337,024 △1,225,934

新株予約権 20,594 12,587

少数株主持分 1,379,293 1,728,479

純資産合計 4,248,305 5,247,269

負債純資産合計 23,003,101 23,793,426
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 31,252,449 21,869,342

売上原価 24,726,601 17,404,666

売上総利益 6,525,848 4,464,675

販売費及び一般管理費 6,792,983 4,817,283

営業損失（△） △267,135 △352,608

営業外収益   

受取利息 22,024 9,354

負ののれん償却額 165,702 94,425

その他 141,429 106,159

営業外収益合計 329,155 209,939

営業外費用   

支払利息 166,605 206,638

為替差損 159,857 201,524

その他 84,965 34,923

営業外費用合計 411,429 443,086

経常損失（△） △349,409 △585,755

特別利益   

固定資産売却益 13,296 43,138

その他 － 12,343

特別利益合計 13,296 55,482

特別損失   

固定資産処分損 17,872 3,178

投資有価証券売却損 － 15,223

投資有価証券評価損 36,913 －

減損損失 1,430,610 3,005

前期損益修正損 39,839 1,047

関係会社株式売却損 － 35,177

その他 375 11,878

特別損失合計 1,525,612 69,511

税金等調整前四半期純損失（△） △1,861,725 △599,784

法人税、住民税及び事業税 86,471 109,626

法人税等調整額 △27,604 △3,348

法人税等合計 58,867 106,277

少数株主利益又は少数株主損失（△） 100,223 △245,518

四半期純損失（△） △2,020,816 △460,543
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該当事項はありません。 

  

前第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) 

 
  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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 

  
  

前第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) 

 
  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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

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

9,223,819 3,097,963 2,837,245 6,710,313 21,869,342 ― 21,869,342

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は振替高

80,525 ― ― ― 80,525 (80,525) ―

計 9,304,345 3,097,963 2,837,245 6,710,313 21,949,868 (80,525) 21,869,342

営業利益又は 

営業損失(△)
311,136 △497,896 △37,961 △133,761 △358,483 5,874 △352,608

【所在地別セグメント情報】

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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当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦及び米国以外の区分に属する主な国又は地域 

（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 

  

前第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) 

 
  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております  

２ 米国以外の各区分に属する主な国又は地域 

（1） ヨーロッパ…………イギリス、フィンランド、フランス他 

（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。 

  

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

17,179,094 966,760 628,667 3,094,819 21,869,342 ― 21,869,342

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は振替高

96,700 5,610 102,597 22,801 227,710 (227,710) ―

計 17,275,795 972,370 731,264 3,117,621 22,097,052 (227,710) 21,869,342

営業利益又は 

営業損失(△)
△635,963 △35,086 △9,090 287,718 △392,422 39,814 △352,608

【海外売上高】

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

米国 ヨーロッパ アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,303,007 540,979 7,742,578 9,586,565

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 21,869,342

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％)
6.0 2.5 35.4 43.8

(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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