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1.  22年2月期の連結業績（平成21年3月1日～平成22年2月28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 ％

22年2月期 9,453 △29.3 △51 ― 68 △87.2 △88 ―
21年2月期 13,379 △12.6 393 △65.7 537 △58.0 345 △51.4

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 ％ ％ ％

22年2月期 △9.21 ― △1.0 0.5 △0.5
21年2月期 36.01 ― 4.0 3.6 2.9
（参考） 持分法投資損益 22年2月期  19百万円 21年2月期  21百万円

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

22年2月期 13,255 8,643 64.1 886.34
21年2月期 13,748 8,559 60.9 873.16
（参考） 自己資本  22年2月期  8,493百万円 21年2月期  8,370百万円

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

22年2月期 925 △749 △351 675
21年2月期 1,328 △775 △233 782

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年2月期 ― 4.50 ― 4.50 9.00 86 25.0 1.0
22年2月期 ― 3.75 ― 3.75 7.50 79 △81.4 0.9
23年2月期 
（予想）

― 3.75 ― 3.75 7.50 ―

3.  23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28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

5,300 35.2 300 ― 320 ― 192 ― 20.04

通期 11,500 21.6 850 ― 900 ― 540 ― 56.35
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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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 38,763株 21年2月期 35,171株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年2月期の個別業績（平成21年3月1日～平成22年2月28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 ％

22年2月期 8,928 △26.5 △16 ― 126 △61.8 △42 ―
21年2月期 12,146 △12.3 208 △77.6 332 △69.1 264 △56.5

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

22年2月期 △4.48 ―
21年2月期 27.60 ―

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

22年2月期 12,074 7,797 64.6 813.75
21年2月期 12,485 7,730 61.9 806.38
（参考） 自己資本 22年2月期  7,797百万円 21年2月期  7,730百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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およ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。 
 業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、３ページ「経営成績(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、一昨年、秋以降の世界的な景気悪化の影響が残るなか、在庫調整の進展、

政府による景気対策が功を奏して持ち直しの兆しがみられました。しかしながら、企業の設備投資の減退、雇用・所

得環境の悪化が続いたことから、依然厳しさを脱しきれない状況で推移しました。 

 当社グループの主要取引先である自動車業界では、四輪車がエコカー減税や買い換え補助金など政府の新車販売支

援策の効果もあり回復の兆しがみられました。一方、二輪車は北米、欧州への輸出の落ち込みが続いており、大幅に

減少しました。  

 こうした状況のもと、当社では、全社をあげて生産性の向上、徹底した原価低減や例外なきコスト削減に取り組ん

でまいりましたところ、当期の連結業績は、以下の通りの結果となりました。 

 当社と当社グループを取り巻く経営環境は、政府による新車販売支援効果の剥落に加え、為替の円高傾向、原材料

価格の上昇懸念から不透明感が強いものの、緩やかな回復傾向を辿るとみられます。知多鋼業グループといたしまし

ては、お客様のあらゆるニーズにお応えできるよう、より効果的な生産体制の構築など企業体質の強化を図るととも

に、全社での徹底的な原価低減、経費節減を実施することにより、業績の維持向上に努めていく所存であります。 

 平成23年2月期の連結業績予想につきましては、中間期では、売上高5,300百万円、経常利益320百万円、中間純利

益192百万円、通期では売上高11,500百万円、経常利益900百万円、当期純利益540百万円をそれぞれ目標としており

ます。  

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産 

当連結会計年度末の総資産の残高は、前連結会計年度末と比べ493,100千円減少し、13,255,155千円となりまし

た。 

流動資産は、前連結会計年度末と比べ114,259千円減少し、5,704,613千円となりました。これは主に、現金及び

預金の107,058千円減少等によるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末と比べ、378,840千円減少し、7,550,542千円となりました。これは主に、有形固

定資産が562,825千円減少、投資有価証券が265,988千円増加等によるものであります。 

②負債 

当連結会計年度末の総負債の残高は、前連結会計年度末と比べ577,147千円減少し、4,611,858千円となりまし

た。 

流動負債は、前連結会計年度末と比べ582,215千円減少し、3,613,417千円となりました。これは主に、短期借入

金が517,767千円減少、その他のうち設備関係支払手形が502,444千円減少、支払手形及び買掛金が281,992千円増

加、１年内返済予定長期借入金が283,544千円増加等によるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末と比べ5,067千円増加し、998,441千円となりました。 

③純資産 

当連結会計年度末の純資産の残高は、前連結会計年度末と比べ84,048千円増加し8,643,297千円となりました。

これは主に、利益剰余金が167,383千円減少、その他有価証券評価差額金が217,485千円増加、為替換算調整勘定が

74,640千円増加等によるものであります。  

④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。）は前連結会計年度末に比べ107,058千

円減少し、675,365千円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況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） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失、売上債権の減少等により925,732千円の収入

超過となりました。 

（投資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・フローは、主に有形固定資産の取得による支出727,261千円により、749,690千円の

支出超過となりました。 

（財務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・フローは、借入金の返済等により、351,931千円の支出超過となりました。  

  

   

１．経営成績

 売上高  9,453百万円 （対前期比  29.3％減収） 

 経常利益  68百万円 （対前期比  87.2％減益） 

 当期純損失  △88百万円 （対前期比          －） 
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は株主の皆様に対する利益還元を重要政策の一つとして位置づけ、業績などを勘案したうえで、長期にわたり

安定的な配当を維持することを基本方針としております。 

 当期の配当につきましては、業績が厳しいものとなりましたが、株主の皆様の変わらぬご支援にお応えするべく、

期末配当金は1株当たり3円75銭とし、既にお支払いたしました中間配当金3円75銭と合わせて、年7円50銭とさせてい

ただく予定です。 

 また、次期の配当は、1株当たり中間配当金3円75銭、期末配当金3円75銭とさせていただく予定です。  

  

   

 最近の有価証券報告書（平成21年5月28日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」か

ら重要事項がないため開示を省略しております。  

  

  

(1）会社の経営の基本方針 

 当社と当社グループは、世界のお客様に選び続けられる知多ブランドの確立を目指し、「共存共栄の精神に基づ

き、永続的な発展により社会に貢献する」、「絶えざる技術革新、品質向上および人材育成により、お客様の満足度

を最大化する」、「公平・公正な営業を行う」、「感動と働きがいのある職場を提供する」、ことを経営の基本理念

としております。 

  

  

(2）中長期的な会社の経営戦略 

 当社と当社グループは、二・四輪車業界のお客様のあらゆるニーズに迅速かつ的確に対応し、引き続き各種ばねメ

ーカーとしての確固たる地位を確保するとともに、新分野への積極的進出を図ってまいります。特に薄板ばねやパイ

プ成形加工品など、四輪車業界ならびに二輪車業界の多種多様な需要に対応できる生産設備の整備・拡充に努めてま

いります。  

  

  

(4）会社の対処すべき課題  

 グループ全体としては、従来より継続しております生産性向上活動に引き続き注力していくとともに、ISO 9001 

の展開による一層の品質向上及びISO 14001による環境保全に積極的に努めてまいります。  

  

   

２．企業集団の状況

３．経営方針
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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21年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 782,423 675,365

受取手形及び売掛金 3,641,319 3,685,735

たな卸資産 1,144,160 －

商品及び製品 － 438,697

仕掛品 － 311,486

原材料及び貯蔵品 － 425,266

繰延税金資産 62,557 93,388

前払費用 9,343 7,976

未収入金 174,143 51,110

その他 7,985 18,173

貸倒引当金 △3,058 △2,584

流動資産合計 5,818,872 5,704,613

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,865,634 3,921,688

減価償却累計額 △1,481,775 △1,665,544

建物及び構築物（純額） 2,383,859 2,256,144

機械装置及び運搬具 6,837,278 7,007,518

減価償却累計額 △5,042,239 △5,485,439

機械装置及び運搬具（純額） 1,795,039 1,522,079

土地 1,712,865 1,712,900

建設仮勘定 150,757 5,418

その他 594,345 609,786

減価償却累計額 △531,824 △564,112

その他（純額） 62,521 45,674

有形固定資産合計 6,105,040 5,542,215

無形固定資産   

電話加入権 4,323 4,323

その他 19,237 17,323

無形固定資産合計 23,561 21,647

投資その他の資産   

投資有価証券 1,549,137 1,815,125

繰延税金資産 110,992 32,177

その他 180,751 144,370

貸倒引当金 △40,100 △4,990

投資その他の資産合計 1,800,781 1,986,681

固定資産合計 7,929,382 7,550,542

資産合計 13,748,255 13,255,155
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成22年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,657,041 1,939,033

短期借入金 1,020,532 502,765

1年内返済予定の長期借入金 430,093 713,637

未払金 246,912 153,320

未払費用 84,867 77,738

未払法人税等 48,091 51,770

未払消費税等 26,088 21,406

賞与引当金 121,692 122,316

役員賞与引当金 27,400 5,900

設備関係支払手形 503,713 1,269

その他 29,202 24,264

流動負債合計 4,195,632 3,613,417

固定負債   

長期借入金 646,019 611,029

繰延税金負債 1,528 32,677

退職給付引当金 186,651 197,091

長期未払金 159,175 157,645

固定負債合計 993,374 998,441

負債合計 5,189,005 4,611,858

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 6,855,417 6,688,034

自己株式 △23,227 △24,844

株主資本合計 8,618,025 8,449,024

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △20,709 196,776

為替換算調整勘定 △226,859 △152,219

評価・換算差額等合計 △247,568 44,557

少数株主持分 188,792 149,715

純資産合計 8,559,249 8,643,297

負債純資産合計 13,748,255 13,255,155
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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20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 13,379,035 9,453,359

売上原価 11,820,485 8,572,353

売上総利益 1,558,550 881,006

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 294,583 189,871

役員報酬 167,371 151,776

従業員給料及び手当 186,713 176,335

賞与引当金繰入額 19,245 20,705

退職給付費用 34,620 30,135

福利厚生費 33,797 19,208

消耗品費 29,645 6,286

減価償却費 27,550 57,122

その他 371,716 281,344

販売費及び一般管理費合計 1,165,242 932,782

営業利益 393,309 △51,776

営業外収益   

受取利息 659 766

受取配当金 41,435 20,683

持分法による投資利益 21,811 19,781

スクラップ売却益 67,315 23,523

助成金収入 － 88,463

為替差益 34,415 －

その他 20,284 16,282

営業外収益合計 185,919 169,499

営業外費用   

支払利息 39,308 31,719

その他 2,159 2,218

為替差損 － 15,169

営業外費用合計 41,467 49,107

経常利益 537,761 68,616

特別利益   

補助金収入 205,037 －

固定資産売却益 32,293 －

貸倒引当金戻入額 2,512 480

特別利益合計 239,843 480

7



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

特別損失   

投資有価証券評価損 53,808 122,067

固定資産処分損 34,183 11,736

会員権評価損 550 1,739

貸倒引当金繰入額 13,108 890

たな卸資産評価損 － 13,382

役員退職慰労金 3,000 －

特別損失合計 104,648 149,814

税金等調整前当期純利益 672,955 △80,718

法人税、住民税及び事業税 153,207 94,022

法人税等調整額 157,843 △68,338

法人税等合計 311,050 25,684

少数株主利益 16,534 △18,099

当期純利益 345,372 △88,303
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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20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 819,078 819,078

当期変動額   

当期変動額合計 －  

当期末残高 819,078 819,078

資本剰余金   

前期末残高 966,758 966,758

当期変動額   

当期変動額合計 －  

当期末残高 966,758 966,758

利益剰余金   

前期末残高 6,596,392 6,855,417

当期変動額   

剰余金の配当 △86,347 △79,080

当期純利益 345,372 △88,303

当期変動額合計 259,025 △167,384

当期末残高 6,855,417 6,688,034

自己株式   

前期末残高 △17,339 △23,227

当期変動額   

自己株式の取得 △5,889 △1,617

当期変動額合計 △5,889 △1,617

当期末残高 △23,227 △24,844

株主資本合計   

前期末残高 8,364,888 8,618,025

当期変動額   

剰余金の配当 △86,347 △79,080

当期純利益 345,372 △88,303

自己株式の取得 △5,889 △1,617

当期変動額合計 253,137 △169,001

当期末残高 8,618,025 8,449,024
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28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 702,831 △20,709

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △723,540 217,485

当期変動額合計 △723,540 217,485

当期末残高 △20,709 196,776

為替換算調整勘定   

前期末残高 △22,474 △226,859

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △204,385 74,640

当期変動額合計 △204,385 74,640

当期末残高 △226,859 △152,219

評価・換算差額等合計   

前期末残高 680,357 △247,568

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △927,925 292,125

当期変動額合計 △927,925 292,125

当期末残高 △247,568 44,557

少数株主持分   

前期末残高 89,129 188,792

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 99,663 △39,077

当期変動額合計 99,663 △39,077

当期末残高 188,792 149,715

純資産合計   

前期末残高 9,134,374 8,559,249

当期変動額   

剰余金の配当 △86,347 △79,080

当期純利益 345,372 △88,303

自己株式の取得 △5,889 △1,617

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △828,262 253,048

当期変動額合計 △575,125 84,048

当期末残高 8,559,249 8,643,297
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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20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28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 672,955 △80,718

減価償却費 715,188 768,717

投資有価証券評価損益（△は益） 53,808 122,067

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,246 △35,583

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26,541 10,439

賞与引当金の増減額（△は減少） △60,878 624

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,100 △21,500

受取利息及び受取配当金 △42,094 △21,449

支払利息 39,308 31,719

補助金収入 △205,037 －

固定資産売却損益（△は益） △32,293 －

会員権評価損 550 1,739

固定資産処分損益（△は益） 34,183 11,736

売上債権の増減額（△は増加） 1,371,170 △44,416

たな卸資産の増減額（△は増加） 172,588 △31,289

仕入債務の増減額（△は減少） △1,015,726 281,991

持分法による投資損益（△は益） △21,811 △19,781

その他 △117,843 △57,620

小計 1,587,756 916,677

利息及び配当金の受取額 64,484 35,142

利息の支払額 △39,315 △32,158

法人税等の還付額 － 96,414

法人税等の支払額 △489,184 △90,343

補助金の受取額 205,037 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,328,778 925,732

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 △51,199 △17,055

有形固定資産の売却による収入 45,429 －

有形固定資産の取得による支出 △760,580 △727,261

無形固定資産の取得による支出 △5,950 △4,000

貸付けによる支出 △8,263 △2,249

貸付金の回収による収入 4,656 875

投資活動によるキャッシュ・フロー △775,908 △749,690

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 26,708 △518,516

長期借入れによる収入 30,000 700,000

長期借入金の返済による支出 △293,593 △452,717

少数株主からの払込みによる収入 95,814 －

自己株式の取得による支出 △5,889 △1,617

配当金の支払額 △86,347 △79,080

財務活動によるキャッシュ・フロー △233,306 △351,931

現金及び現金同等物に係る換算差額 △154,998 68,831

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 164,567 △107,058

現金及び現金同等物の期首残高 617,856 782,423

現金及び現金同等物の期末残高 782,423 675,365
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 該当事項はありません。  

 以下の記載事項を除き、最近の有価証券報告書（平成21年5月28日提出）における記載から重要な変更がないため開示

を省略しております。  

  

  

（会計方針の変更） 

① 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）を当連結会計

年度から適用し、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、営業損失は20,442千円増加し、経常利益は20,442千円減少しております。また、税金等調整前当期純

損失は、33,824千円増加しております。  

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」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）を当連結会計年度から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

なお、この適用による営業損失、経常利益および税金等調整前当期純損失に与える影響はありません。 

③ 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）を当連結会計年度から早期適用し、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適用初年度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。 

この適用による営業損失、経常利益および税金等調整前当期純損失に与える影響はありません。 

  

  

 連結貸借対照表関係、連結損益計算書関係、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書関係に関する

注記事項については、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ます。 

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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

連結財務諸表に関する注記事項

（開示の省略）
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前連結会計年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28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。 

  

当連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28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。 

  

前連結会計年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

 本国のセグメントの売上高及び資産の金額が、全セグメントのそれらの合計の90％超であるため、記載を省

略しております。 

  

当連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

 本国のセグメントの売上高及び資産の金額が、全セグメントのそれらの合計の90％超であるため、記載を省

略しております。 

  

前連結会計年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

 海外売上高は連結売上高の10％未満であるため記載を省略しております。 

  

当連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

 海外売上高は連結売上高の10％未満であるため記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

 リース取引、関連当事者情報、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、企業結合等に関する注記事項に

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。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

１株当たり純資産額 円 銭873 16

１株当たり当期純利益 円01銭36

１株当たり純資産額 円 銭886 34

１株当たり当期純利益 円 銭△9 21

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

連結損益計算書上の当期純利益  千円345,372

普通株式に係る当期純利益 千円345,372

普通株主に帰属しない金額 千円-

普通株式の期中平均株式数 株 9,590,983

連結損益計算書上の当期純利益 千円△88,303

普通株式に係る当期純利益 千円△88,303

普通株主に帰属しない金額 千円-

普通株式の期中平均株式数 株 9,584,270

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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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21年２月28日) 

当事業年度 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 133,542 286,191

受取手形 124,923 152,294

売掛金 3,254,579 3,325,297

製品 426,559 400,436

原材料 331,413 289,316

仕掛品 148,221 214,060

貯蔵品 34,348 31,272

前払費用 6,647 6,105

繰延税金資産 46,325 71,661

未収入金 211,206 49,709

その他 1,040 3,012

流動資産合計 4,718,801 4,829,354

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,202,890 3,245,719

減価償却累計額 △1,159,394 △1,293,800

建物（純額） 2,043,496 1,951,919

構築物 358,017 360,690

減価償却累計額 △165,241 △193,865

構築物（純額） 192,776 166,825

機械及び装置 5,956,994 5,944,847

減価償却累計額 △4,381,383 △4,751,733

機械及び装置（純額） 1,575,610 1,193,114

車両運搬具 85,890 81,394

減価償却累計額 △63,909 △69,206

車両運搬具（純額） 21,981 12,188

工具、器具及び備品 503,608 515,536

減価償却累計額 △453,143 △478,259

工具、器具及び備品（純額） 50,465 37,276

土地 1,664,702 1,664,702

建設仮勘定 124,294 5,418

有形固定資産合計 5,673,325 5,031,443

無形固定資産   

電話加入権 3,691 3,691

借地権 4,492 4,492

施設利用権 436 354

ソフトウエア 13,521 11,823

無形固定資産合計 22,140 20,360

14



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年２月28日) 

当事業年度 
(平成22年２月28日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,226,009 1,444,109

関係会社株式 619,119 619,119

従業員に対する長期貸付金 12,501 13,875

差入保証金 8,965 2,602

会員権 29,990 16,251

繰延税金資産 94,915 －

その他 91,806 98,152

貸倒引当金 △12,400 △740

投資その他の資産合計 2,070,904 2,193,368

固定資産合計 7,766,370 7,245,171

資産合計 12,485,170 12,074,525

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,459,142 1,325,106

買掛金 316,238 685,659

短期借入金 742,811 250,000

1年内返済予定の長期借入金 364,992 647,412

未払金 229,251 130,645

未払費用 69,136 62,106

未払法人税等 2,970 51,500

未払消費税等 14,480 20,297

預り金 27,281 22,659

賞与引当金 109,800 113,210

役員賞与引当金 22,500 －

設備関係支払手形 503,713 1,269

流動負債合計 3,862,314 3,309,861

固定負債   

長期借入金 560,022 590,610

退職給付引当金 173,376 187,165

長期未払金 159,175 157,645

繰延税金負債 － 31,265

固定負債合計 892,573 966,685

負債合計 4,754,887 4,276,546
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年２月28日) 

当事業年度 
(平成22年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 819,078 819,078

資本剰余金   

資本準備金 966,758 966,758

資本剰余金合計 966,758 966,758

利益剰余金   

利益準備金 107,769 107,769

その他利益剰余金   

配当平均積立金 140,000 140,000

別途積立金 4,050,000 4,250,000

固定資産圧縮積立金 103,275 96,042

繰越利益剰余金 1,571,742 1,256,960

利益剰余金合計 5,972,787 5,850,772

自己株式 △23,227 △24,844

株主資本合計 7,735,395 7,611,762

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,112 186,216

評価・換算差額等合計 △5,112 186,216

純資産合計 7,730,283 7,797,979

負債純資産合計 12,485,170 12,074,525
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 12,146,909 8,928,064

売上原価   

製品期首たな卸高 531,091 426,559

当期製品製造原価 10,289,019 7,637,114

当期製品仕入高 565,620 522,858

合計 11,385,731 8,586,531

製品期末たな卸高 426,559 400,436

他勘定振替高 － 13,382

製品売上原価 10,959,172 8,172,713

売上総利益 1,187,737 755,351

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 284,616 186,879

役員報酬 133,920 123,010

従業員給料及び手当 176,697 157,589

賞与引当金繰入額 15,800 17,590

役員賞与引当金繰入額 17,500 －

退職給付費用 29,854 28,058

福利厚生費 31,828 17,731

消耗品費 26,831 4,023

減価償却費 16,344 48,423

その他 245,891 188,467

販売費及び一般管理費合計 979,281 771,770

営業利益 208,456 △16,419

営業外収益   

受取利息 397 363

受取配当金 75,551 51,153

スクラップ売却益 67,315 23,523

助成金収入 － 81,892

その他 16,821 24,459

営業外収益合計 160,084 181,389

営業外費用   

支払利息 25,902 24,879

為替差損 8,577 11,142

その他 1,583 2,062

営業外費用合計 36,062 38,083

経常利益 332,478 126,887

特別利益   

補助金収入 205,037 －

固定資産売却益 42,210 －

特別利益合計 247,247 －
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

特別損失   

投資有価証券評価損 53,808 118,567

固定資産処分損 33,794 10,734

たな卸資産評価損 － 13,382

貸倒引当金繰入額 4,400 340

会員権評価損 550 1,739

特別損失合計 92,552 144,762

税引前当期純利益 487,173 △17,875

法人税、住民税及び事業税 75,516 53,888

法人税等調整額 146,920 △28,828

法人税等合計 222,436 25,060

当期純利益 264,737 △42,935
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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20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 819,078 819,078

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 819,078 819,078

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 966,758 966,758

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 966,758 966,758

資本剰余金合計   

前期末残高 966,758 966,758

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 966,758 966,758

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 107,769 107,769

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 107,769 107,769

その他利益剰余金   

配当平均積立金   

前期末残高 140,000 140,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 140,000 140,000

別途積立金   

前期末残高 3,650,000 4,050,000

当期変動額   

別途積立金の積立 400,000 200,000

当期変動額合計 400,000 200,000

当期末残高 4,050,000 4,250,000

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 － 103,275

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 112,994 －

固定資産圧縮積立金の取崩 △9,719 △7,233

当期変動額合計 103,275 △7,233

当期末残高 103,275 96,042
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,896,627 1,571,742

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 △112,994 －

固定資産圧縮積立金の取崩 9,719 7,233

別途積立金の積立 △400,000 △200,000

剰余金の配当 △86,347 △79,080

当期純利益 264,737 △42,935

当期変動額合計 △324,885 △314,782

当期末残高 1,571,742 1,256,960

利益剰余金合計   

前期末残高 5,794,396 5,972,787

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △86,347 △79,080

当期純利益 264,737 △42,935

当期変動額合計 178,391 △122,015

当期末残高 5,972,787 5,850,772

自己株式   

前期末残高 △17,339 △23,227

当期変動額   

自己株式の取得 △5,889 △1,617

当期変動額合計 △5,889 △1,617

当期末残高 △23,227 △24,844

株主資本合計   

前期末残高 7,562,893 7,735,395

当期変動額   

剰余金の配当 △86,347 △79,080

当期純利益 264,737 △42,935

自己株式の取得 △5,889 △1,617

当期変動額合計 172,502 △123,632

当期末残高 7,735,395 7,611,762
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28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 616,367 △5,112

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △621,479 191,328

当期変動額合計 △621,479 191,328

当期末残高 △5,112 186,216

評価・換算差額等合計   

前期末残高 616,367 △5,112

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △621,479 191,328

当期変動額合計 △621,479 191,328

当期末残高 △5,112 186,216

純資産合計   

前期末残高 8,179,259 7,730,283

当期変動額   

剰余金の配当 △86,347 △79,080

当期純利益 264,737 △42,935

自己株式の取得 △5,889 △1,617

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △621,479 191,328

当期変動額合計 △448,976 67,695

当期末残高 7,730,283 7,797,979
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 該当事項はありません。  

 

    

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）を当事業年度

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、営業損失は20,442千円増加し、経常利益は20,442千円減少しております。また、税金等調整前当期純損失

は、33,824千円増加しております。 

  

(1）役員の異動 

① 代表取締役の異動 

・新任代表取締役候補 

代表取締役専務    酒井 幸雄 （現 常務取締役） 

・退任予定代表取締役  

現 代表取締役会長  國分 紘  （取締役会長に就任予定）  

  

②その他の役員の異動 

・昇任取締役候補   

常務取締役      三輪 容功 （現 取締役） 

  

③就任予定日 

平成22年５月27日  

  

  

  

  

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

重要な会計方針の変更

６．その他
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（2）その他 
【参考情報】 
区分別売上高表 
【連結】 単位：千円（未満四捨五入） 

前連結会計年度 

自 平成２０年３月 １日 

至 平成２1 年２月２８日 

当連結会計年度 

自 平成２１年３月 １日 

至 平成２２年２月２８日 

期 別 

 

区 分 
金 額 比 率 金 額 比 率

増 減 金 額 前期比

各 種 線 ば ね 4,392,292 32.8 ％  2,371,880 25.1 ％  △2,020,412 △46.0 ％  

各 種 薄 板 ば ね 2,908,637 21.8 2,238,029 23.7 △670,608 △23.1 

パイプ成形加工品 4,992,048 37.3 4,164,866 44.1 △827,182 △16.6 

精密切削加工品他 1,086,059 8.1 678,584 7.2 △407,475 △37.5 

合 計 13,379,035 100.0 9,453,359 100.0 △3,925,676 △29.3 

 
 
品目別売上高 

【個別】 単位：千円（未満四捨五入） 

前事業年度 

自 平成 20 年 3月 １日

至 平成 21 年 2月 28 日

当事業年度 

自 平成 21 年 3月 １日

至 平成 22 年 2月 28 日

期 別 

 

区 分 
金 額 比 率 金 額 比 率

増 減 金 額 前期比

各 種 線 ば ね 4,040,267 33.3 ％  2,201,991 24.7 ％  △1,838,276 △45.5 ％  

各 種 薄 板 ば ね 2,692,490 22.1 2,107,698 23.6 △584,792 △21.7 

パイプ成形加工品 4,323,743 35.6 3,741,155 41.9 △582,588 △13.5 

精密切削加工品他 1,090,409 9.0 877,219 9.8 △213,190 △19.5 

合 計 12,146,909 100.0 8,928,064 100.0 △3,218,845 △26.5 

 

 

 

業界別売上高 

【個別】 単位：千円（未満四捨五入） 

前事業年度 

自 平成 20 年 3月 １日

至 平成 21 年 2月 28 日

当事業年度 

自 平成 21 年 3月 １日

至 平成 22 年 2月 28 日

期 別 

 

区 分 
金 額 比 率 金 額 比 率

増 減 金 額 前期比

二 輪 車 3,622,059 29.8 ％  1,795,866 20.1 ％  △1,826,193 △50.4 ％  

四 輪 車 7,270,272 59.9 6,219,330 69.7 △1,050,942 △14.5 

産 業 用 機 械 716,942 5.9 415,923 4.7 △301,019 △42.0 

そ の 他 537,636 4.4 496,945 5.6 △40,691 △7.6 

合 計 12,146,909 100.0 8,928,064 100.0 △3,218,845 △26.5 
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