
  

  

  

１．平成23年3月期第１四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有  
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（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 ％ 

23年3月期第１四半期  10,988  43.9  1,287  －  1,549  －  972  －

22年3月期第１四半期  7,635  △36.9  △347  －  △168  －  △69  －

  
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 

23年3月期第１四半期  76  95  －      

22年3月期第１四半期  △5  49  －      

  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 

23年3月期第１四半期  53,737  45,079  83.3  3,542  33

22年3月期  52,342  44,027  83.6  3,462  08

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 44,770百万円 22年3月期 43,756百万円

  
年間配当金

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 

22年3月期  －       7 50 －     12 50  20  00

23年3月期  －      

23年3月期（予想）  12 50 －     12 50  25  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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（累計）  21,500  26.8  2,200  848.3  2,650  343.3  1,750  315.3  138  46

通期  40,600  6.2  3,300  30.1  3,800  16.5  2,400  21.2  189  89
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４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

  

※  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。業績予想の前

提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）３ページ

「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 13,084,700株 22年3月期 13,084,700株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 445,932株 22年3月期 445,909株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 12,638,774株 22年3月期１Ｑ 12,658,861株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間のわが国経済は、中国を中心とした新興国への輸出に支えられ回復基調に向かってお

りますが、個人消費の伸び悩みや円高の進行等、未だ予断を許さない状況であります。 

 当社グループの主要な取引先である自動車業界につきましては、好調なアジア向けの輸出や国内の自動車購入支

援策等により、着実に生産台数の持ち直しが見られております。このような需要環境のもと当社グループといたし

ましては、グローバル拡販を積極的に推進した結果、連結売上高は前年同期比43.9％増の109億８千８百万円とな

りました。また利益面では、より一層の合理化努力等により連結営業利益は12億８千７百万円（前年同期は営業損

失３億４千７百万円）、連結経常利益は15億４千９百万円（前年同期は経常損失１億６千８百万円）、連結四半期

純利益は９億７千２百万円（前年同期は四半期純損失６千９百万円）となりました。 

  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。  

  

（自動車関連等） 

 新興国需要の増加に対して積極的な売上拡販等を実施した結果、売上高は103億４千５百万円となりました。  

一方利益面においては、合理化等の収益確保対策を推進した結果、営業利益は13億６千９百万円となりました。  

  

（医療機器） 

 新製品の販売が堅調であったことと子会社合併効果等により、売上高は６億４千３百万円となり、営業利益は４

千６百万円となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期の資産合計は、売上債権及びたな卸資産等の増加により13億９千５百万円増加し、537億３千７百

万円となりました。 

 負債合計は、仕入債務等の増加により３億４千３百万円増加し、86億５千８百万円となりました。 

 純資産合計は、利益剰余金等の増加により10億５千１百万円増加し、450億７千９百万円となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、税金等調整前四半期純利益15億３千２百万円およ

び減価償却費６億９千９百万円等の収入要因がありましたが、法人税等の支払額９億４千９百万円および有形固定

資産の取得による支出６億２千７百万円等の支出要因により、前連結会計年度末と比較して３億１百万円（2.7%）

増加し、当第１四半期連結会計期間末には113億７千８百万円となりました。 

  

 当第１四半期連結会計期間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通りであります。 

  

（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、税金等調整前四半期純利益、減価償却費および法人税等の支払額等によ

り９億３百万円の収入（前年同期比 20.9％増）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、有形固定資産の取得による支出等により５億４千７百万円の支出（前年

同期比 32.7％減）となりました。 

  

 なお、営業活動により得られたキャッシュ・フローと投資活動により使用したキャッシュ・フローを合計したフ

リー・キャッシュ・フローは、３億５千６百万円となりました。 

  

（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、配当金の支払額等により７千７百万円の支出（前年同期比 53.1％減）

となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

①平成23年３月期第２四半期連結累計期間の連結業績予想数値の修正（平成22年４月１日～平成22年９月30日） 

  

②第２四半期連結累計期間の業績予想の修正理由 

 第１四半期連結業績を踏まえ、第２四半期業績予想を見直した結果、主要なお取引先であります自動車産業の

生産回復に支えられて、当社の売上高は国内外ともに年度当初計画を上回る見込みであります。 

 また利益面におきましても増収効果に加え、収益改善活動の効果が継続すると見込まれることから、平成23年

３月期第２四半期累計期間の連結業績予想を上方修正いたします。 

 なお、通期の連結業績予想につきましては、９月に予定されているエコカー補助金終了後の国内自動車生産見

通しや欧米の景況感をはじめとする外部要因が不透明なことから、当初の予想を変更致しません。今後、見通しを

修正する必要が判明した場合には速やかに開示致します。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。   

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 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ため、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．固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、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する方法に

よっております。 

  

３．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ないと認められる場合には、前連結会計年度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する方法によっております。 

  

②特有の会計処理 

１．税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実

効税率を使用する方法によっております。 

  

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
一株当たり 

四半期純利益

前回発表予想（Ａ） 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

（平成22年５月12日発表） 19,800 1,550 1,850 1,100 87 03

今回修正予想（Ｂ） 21,500 2,200 2,650 1,750 138 46

増減額（Ｂ－Ａ） 1,700 650 800 650 －

増減率（％） 8.6 41.9 43.2 59.1 －

（ご参考）前期第２四半期実績 

（平成22年３月期第２四半期） 
16,957 231 597 421 33 29

２．その他の情報
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（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理基準に関する事項の変更 

１．資産除去債務に関する会計基準の適用  

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益は０百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は17百万円減少しており

ます。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は17百万円であります。 

  

２．「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公

表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10

日）を適用しております。 

 これによる、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

  

３．企業結合に関する会計基準等の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に

係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年

12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指

針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。  

  

②表示方法の変更  

１．四半期連結損益計算書 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しておりま

す。   
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,211 11,002

受取手形及び売掛金 10,601 10,219

有価証券 390 288

商品及び製品 2,157 2,049

仕掛品 970 910

原材料及び貯蔵品 996 840

その他 1,647 1,329

貸倒引当金 △42 △46

流動資産合計 27,932 26,593

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,283 4,337

機械装置及び運搬具（純額） 4,009 4,009

工具、器具及び備品（純額） 1,794 1,796

土地 4,686 4,686

リース資産（純額） 44 50

建設仮勘定 290 257

有形固定資産合計 15,109 15,137

無形固定資産 846 925

投資その他の資産   

投資有価証券 9,197 9,046

その他 652 640

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 9,849 9,686

固定資産合計 25,805 25,748

資産合計 53,737 52,342

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,351 2,094

短期借入金 340 269

未払法人税等 546 962

引当金 316 642

その他 2,978 2,172

流動負債合計 6,533 6,141

固定負債   

引当金 30 35

資産除去債務 17 －

負ののれん 60 70

その他 2,015 2,068

固定負債合計 2,124 2,173

負債合計 8,658 8,315
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,960 2,960

資本剰余金 2,696 2,696

利益剰余金 40,594 39,377

自己株式 △353 △353

株主資本合計 45,898 44,682

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 259 486

為替換算調整勘定 △1,387 △1,412

評価・換算差額等合計 △1,128 △925

少数株主持分 308 271

純資産合計 45,079 44,027

負債純資産合計 53,737 52,342
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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：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 7,635 10,988

売上原価 6,636 8,127

売上総利益 998 2,861

販売費及び一般管理費 1,346 1,574

営業利益又は営業損失（△） △347 1,287

営業外収益   

受取利息 8 4

受取配当金 6 8

持分法による投資利益 47 225

雇用調整助成金 57 －

その他 70 53

営業外収益合計 190 291

営業外費用   

支払利息 3 3

為替差損 － 15

固定資産廃棄損 1 1

賃貸収入原価 2 2

その他 3 6

営業外費用合計 11 28

経常利益又は経常損失（△） △168 1,549

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 17

特別損失合計 － 17

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△168 1,532

法人税等 △75 553

少数株主損益調整前四半期純利益 － 978

少数株主利益又は少数株主損失（△） △23 5

四半期純利益又は四半期純損失（△） △69 972
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△168 1,532

減価償却費 706 699

負ののれん償却額 △11 △9

持分法による投資損益（△は益） △47 △225

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 17

デリバティブ評価損益（△は益） △2 △18

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7 2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 0 △7

賞与引当金の増減額（△は減少） △266 △320

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15 △5

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16 △4

受取利息及び受取配当金 △15 △12

支払利息 3 3

固定資産廃棄損 1 1

売上債権の増減額（△は増加） △460 △356

たな卸資産の増減額（△は増加） 404 △304

仕入債務の増減額（△は減少） 390 292

その他 333 528

小計 829 1,813

利息及び配当金の受取額 45 42

利息の支払額 △3 △3

法人税等の支払額 △123 △949

営業活動によるキャッシュ・フロー 747 903

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 90

有形固定資産の取得による支出 △867 △627

有形固定資産の売却による収入 24 17

無形固定資産の取得による支出 △3 △23

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

31 －

その他 4 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △812 △547
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（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 66

長期借入金の返済による支出 △56 －

少数株主からの払込みによる収入 － 21

配当金の支払額 △94 △157

少数株主への配当金の支払額 △2 －

その他 △11 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー △164 △77

現金及び現金同等物に係る換算差額 115 21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △114 301

現金及び現金同等物の期首残高 10,209 11,077

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,095 11,378
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 該当事項はありません。  

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第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） 

 （注）１．事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分の主な製品は次のとおりであります。 

(1)自動車関連事業…精密ばね・工業用ファスナー・小型ユニット等 

(2)医療機器事業…ガイドワイヤー・カテーテル・ステント等 

(3)その他事業…混合水栓用バルブ等  

３．当第１四半期連結会計期間において「医療機器」の営業利益の絶対値が、営業損失の生じているセグメント

の営業損失の合計額の絶対値の10％以上となったため、当第１四半期連結会計期間より事業の種類別セグメン

ト情報を記載しております。 

４．当第１四半期連結会計期間においてソリュウション㈱を連結子会社化したことにより、「医療機器」におけ

る資産の金額が780百万円増加しております。  

  

〔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21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

北米 …米国 

その他…中国・英国・タイ国等 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
自動車関連
（百万円） 

医療機器
（百万円） 

その他
（百万円） 

計（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高  6,783  725  126  7,635  －  7,635

(2)セグメント間の内部売上高  24  －  －  24 (24)  －

計  6,807  725  126  7,659 (24)  7,635

営業利益（又は営業損失）  △383  86  △50  △347  －  △347

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円） 
その他
（百万円） 

計（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高  6,211  646  777  7,635     -  7,635

(2)セグメント間の内部売上高  238     -  9  247 (247)     - 

計  6,449  646  787  7,882 (247)  7,635

営業利益（又は営業損失）   18  △250  △143  △375  27  △347
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〔海外売上高〕 

前第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） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

北米 …米国、カナダ、メキシコ 

欧州 …英国、ハンガリー、フランス等 

その他…中国、韓国、タイ国等 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

〔セグメント情報〕  

１．報告セグメントの概要 

      当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている

ものであります。  

 当社グループは、生産・販売体制を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、「自動車関連

等」及び「医療機器」の２つを報告セグメントとしております。 

 「自動車関連等」は、主に自動車産業に対して、精密ばね、工業用ファスナー及び樹脂・金属を組み合わ

せた小型ユニット部品等を製造・販売しております。「医療機器」は、医療機関に対して、ＩＶＲ（血管内

治療）、内視鏡治療及び整形治療機器等を製造・販売しております。   

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

                          （単位:百万円） 

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）  

             （単位:百万円） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

  

  北米 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  645  172  674  1,492

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  7,635

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％） 
 8.5  2.3  8.8  19.6

  自動車関連等 医療機器 合計  

売上高           

 外部顧客に対する売上高    10,345  643  10,988

 セグメント間の内部売上高 

 又は振替高  
 －  －  － 

計   10,345  643  10,988

セグメント利益       1,369  46   1,416

利益  金額  

報告セグメント計   1,416

 全社費用（注）   △141

 セグメント間取引消去   11

 その他の調整額   0

連結損益計算書の営業利益   1,287
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４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

重要な該当事項はありません。  

  

（追加情報）  

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号

平成20年３月21日)を適用しております。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

（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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