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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31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 ％

24年3月期 76,693 0.4 1,202 △42.4 1,584 △22.5 717 △59.3
23年3月期 76,416 4.9 2,087 △2.7 2,044 △13.5 1,763 △34.9

（注）包括利益 24年3月期 1,111百万円 （7.4％） 23年3月期 1,034百万円 （△77.4％）

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 ％ ％ ％

24年3月期 11.43 ― 1.7 2.1 1.6
23年3月期 28.10 ― 4.2 2.8 2.7

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  62百万円 23年3月期  49百万円

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

24年3月期 77,783 45,372 54.9 680.36
23年3月期 71,903 44,613 58.4 669.44

（参考） 自己資本   24年3月期  42,683百万円 23年3月期  42,006百万円

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

24年3月期 4,009 △3,607 △479 12,746
23年3月期 6,055 △3,283 △929 12,911

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

23年3月期 ― 5.00 ― 3.00 8.00 502 28.5 1.2
24年3月期 ― 3.00 ― 4.00 7.00 439 61.2 1.0
25年3月期(予想) ― 4.00 ― 4.00 8.00 27.9

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 41,000 22.2 1,000 ― 1,100 ― 750 ― 11.95
通期 82,000 6.9 2,500 107.9 2,600 64.1 1,800 150.9 28.69



※  注記事項 
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 無
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 無
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期 63,855,994 株 23年3月期 63,855,994 株
② 期末自己株式数 24年3月期 1,118,756 株 23年3月期 1,107,728 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 62,742,017 株 23年3月期 62,758,393 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は
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。 
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１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 
当連結会計年度における世界経済は、欧州債務危機が深刻化し、国際金融市場や各国の実体経済にも

徐々に影響が出始めております。高成長を続けていたアジア地域でも、けん引役であった中国に景気拡大

のかげりが見えるなど成長は鈍化しつつあります。一方、わが国経済は東日本大震災後の復旧で持ち直し

つつありましたが、10 月に発生したタイの大洪水や歴史的な円高の進行などの影響がありました。 
当社グループが関係する自動車業界も、東日本大震災やタイの大洪水の影響による工場の操業停止、生

産調整などの期間があり、大変厳しい経営環境となりました。 
このような状況のなか、当連結会計年度の売上高につきましては、７６６億９千３百万円となり、前連

結会計年度に比べ２億７千７百万円（０．４％増）の増収となりました。 
損益の状況につきましては、全社を挙げての原価低減活動に取り組んでまいりましたが、東日本大震災、

タイの大洪水や長引く円高などの影響により、営業利益は前連結会計年度に比べ８億８千４百万円（４２．

４％減）減益の１２億２百万円、経常利益は前連結会計年度に比べ４億６千万円（２２．５％減）減益の

１５億８千４百万円、当期純利益は前連結会計年度に比べ１０億４千５百万円（５９．３％減）減益の７

億１千７百万円となりました。 
 
 
 
（次期の見通しについて） 
次期の当社グループを取り巻く環境につきましては、日本経済は東日本大震災からの復興や補助金など

の政策効果により景気に持ち直しの傾向が見られますが、海外経済は欧州債務危機の影響や原油価格の上

昇などにより、先行き不透明な状況にあります。 
このような経営環境のなかで当社グループとして、企業体質の改革、環境変化に迅速に対応できる経営

基盤の確立を推進してまいります。 
次期連結会計年度の業績見通しにつきましては、売上高８２０億円、営業利益２５億円、経常利益２６

億円、当期純利益は１８億円を見込んでおり、設備投資は４１億円を計画しております。 
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（２）財政状態に関する分析 
①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ５８億８千万円増加し、７７７億

８千３百万円となりました。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ５１億２千万円増加し、３２４億１千１百万円となり

ました。 

純資産につきましては、４５３億７千２百万円となりました。 

②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、１２７億４千６百万円

となり、前連結会計年度末に比べ１億６千４百万円の減少となりました。 

  当連結会計年度末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） 

営業活動の結果得られた資金は４０億９百万円となりました。これは主に、仕入債務の増加額４５億

９千５百万円、減価償却費３３億１百万円などの資金の増加と売上債権の増加額４４億６千１百万円な

どの資金の減少によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は３６億７百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得によ

る支出３３億９千２百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は４億７千９百万円となりました。これは主に、配当金の支払額３億７

千６百万円によるものであります。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分につきましては長期安定的な配当の維持を基本に、業績及び配当性向などを総合的に勘案し 
て株主の皆様のご期待にお応えしていきたいと考えております。 

当期の配当金につきましては、第２四半期末に１株につき３円の配当をさせていただきましたが、当 
期後半からの経営環境や経営成績を考慮した結果、期末配当につきましては、１株につき４円とし、年 
間では１株につき７円とさせていただきます。 

また、次期の配当金につきましては、第２四半期末・期末とも１株につき４円、通期８円を予定して

おります。 
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２．企業集団の状況 

 

 

 

 

 

　当社の企業集団は、当社、子会社２２社、関連会社１社、その他の関係会社１社で構成され、
ばね及びコントロールケーブルの製造販売等を主な内容とし、更に各事業に関連する物流を展開
しております。

　事業の系統図は次のとおりであります。

　　　トヨタ自動車（株）　　　その他国内・国外得意先

（国内における製造会社）

連結子会社 ㈱東郷ケーブル

連結子会社 ㈱セプラス

連結子会社 中発精工㈱

中 連結子会社 ㈱岐阜中発

連結子会社 ㈱藤岡中発

連結子会社 ㈱長崎中発

（国内における製造・販売会社・その他）

央 連結子会社 中発販売㈱

連結子会社 中発運輸㈱

連結子会社 ㈱エフ.イー.シーチェーン

連結子会社 中発テクノ㈱

連結子会社 ㈱リーレックス

発 （海外における製造会社・その他）

連結子会社 CENTRAL SPRING,INC. (米国)

連結子会社 ACK CONTROLS,INC. (米国)

連結子会社 CHUO PRECISION SPRING GLASGOW,INC. (米国)

連結子会社 中發工業股份有限公司（台湾）

條 連結子会社 P.T.CHUHATSU INDONESIA (インドネシア)

連結子会社 CHU-O THAI CABLE CO.,LTD. (タイ)

連結子会社 昆山中発六和機械有限公司 (中国)

連結子会社 天津中発華冠機械有限公司 (中国)

連結子会社 昆山中和弾簧有限公司(中国)

㈱ 連結子会社 天津中星汽車零部件有限公司（中国）

関連会社 天津中発富奥弾簧有限公司(中国)

(持分法適用会社)

非連結子会社 P.T.CHUHATSU TECHNO INDONESIA (インドネシア)

　（注）１．トヨタ自動車㈱ は「その他の関係会社」であります。

　　　　２．CENTRAL SPRING,INC. (米国)につきましては、平成23年2月に解散の決議をしており、

　　　　　　現在清算手続き中です。
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３．経営方針 
（１） 会社の経営の基本方針 
当社グループは、優れたものづくり・価値ある商品の創造を基本に、社会への貢献を企業経営の使命と

考え、「創る技術を社会に活かし、人の英知で未来を拓き、夢に向かって挑戦し進歩する」という企業理

念を掲げ、グローバルな経営活動を続けております。 
 当期は厳しい経営環境の中で、以下の６項目を基本方針と定め、事業活動を推進しております。 

① 安全衛生管理体制の強化 
② 品質保証体制の一層の強化 
③ No.1 商品、No.1 技術の実現と新規・既存市場でのビジネス拡大 
④ 他社を凌駕する価格競争力の実現 
⑤ 活力に満ちた、安全で働きやすい職場づくり 
⑥ 内部統制・コンプライアンス経営の充実 

 
（２） 目標とする経営指標 
当社グループは高収益企業への変革を目指しております。 
そのため重視している経営指標としましては、営業利益率の改善であります。 

 
（３） 中長期的な会社の経営戦略、会社の対処すべき課題 

自動車業界におきましては、日本・アメリカ・欧州などの先進国市場が成熟期を向かえて大きな成長を

望めないなか、当社グループとしましては、新興国市場用低価格帯車でのローカルの部品メーカーとの競

争などグローバルでの開発・販売競争がより一層激しくなるものと思われます。また、ＨＶやＥＶへの急

速な変化にあわせた新製品開発や地球環境に配慮したモノづくりなど、企業の社会的責任を重視した経営

も求められることとなります。 
 
このような状況のなか、今年度は、新たな環境変化に対応した２０１４年までの中期経営計画を策定し、

「成長し、発展し続ける会社」への変革を推し進める所存でございます。 
この「中期経営計画」では、「国際競争力の強化」を 重点項目と位置づけ、業界 No.1 技術・製品の創

出、品質の向上、価格競争力の強化、新興国へのビジネス拡大を着実に推進する所存でございます。 
 

 

中央発條㈱(5992) 平成24年3月期 決算短信

- 5 -



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23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,592,164 12,827,366

受取手形及び売掛金 13,276,057 17,624,585

有価証券 400,000 －

商品及び製品 2,126,160 2,318,279

仕掛品 1,672,360 1,804,962

原材料及び貯蔵品 3,056,550 3,690,145

繰延税金資産 1,102,971 1,037,627

未収入金 309,499 346,992

その他 472,175 403,565

貸倒引当金 △34,554 △16,387

流動資産合計 34,973,386 40,037,136

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 24,669,919 25,274,176

減価償却累計額 △17,728,747 △18,300,530

建物及び構築物（純額） 6,941,172 6,973,645

機械装置及び運搬具 48,929,455 50,228,660

減価償却累計額 △41,611,347 △42,687,031

機械装置及び運搬具（純額） 7,318,107 7,541,628

土地 8,683,725 8,643,098

建設仮勘定 1,617,011 1,528,995

その他 7,818,609 7,997,922

減価償却累計額 △7,229,409 △7,225,942

その他（純額） 589,199 771,980

有形固定資産合計 25,149,215 25,459,348

無形固定資産   

のれん 29,628 10,392

その他 257,258 321,620

無形固定資産合計 286,886 332,012

投資その他の資産   

投資有価証券 9,523,271 9,927,435

関係会社出資金 302,078 326,421

長期前払費用 135,568 265,798

繰延税金資産 567,483 535,882

前払年金費用 692,712 637,375

その他 336,206 322,882

投資損失引当金 △1,777 －

貸倒引当金 △61,720 △60,611

投資その他の資産合計 11,493,822 11,955,184

固定資産合計 36,929,924 37,746,544

資産合計 71,903,311 77,783,681
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,404,573 15,864,239

短期借入金 634,880 1,488,449

リース債務 168,263 125,716

未払金 984,662 1,427,387

未払費用 1,492,364 1,778,326

未払法人税等 416,249 483,879

賞与引当金 1,502,269 1,452,270

役員賞与引当金 97,949 93,749

製品保証引当金 33,225 28,637

その他 418,111 505,302

流動負債合計 17,152,547 23,247,958

固定負債   

長期借入金 4,051,920 3,200,000

リース債務 180,843 309,394

繰延税金負債 3,344,129 3,100,363

退職給付引当金 1,508,631 1,581,712

役員退職慰労引当金 282,507 323,610

資産除去債務 105,116 107,522

その他 664,521 540,646

固定負債合計 10,137,670 9,163,249

負債合計 27,290,218 32,411,207

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 17,818,784 18,159,742

自己株式 △537,409 △540,533

株主資本合計 39,247,506 39,585,341

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,515,406 5,136,878

海外子会社の土地再評価差額金 250,420 250,420

為替換算調整勘定 △2,006,832 △2,288,968

その他の包括利益累計額合計 2,758,993 3,098,330

新株予約権 30,665 30,171

少数株主持分 2,575,927 2,658,631

純資産合計 44,613,092 45,372,473

負債純資産合計 71,903,311 77,783,681
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 76,416,024 76,693,465

売上原価 65,897,671 67,201,198

売上総利益 10,518,352 9,492,266

販売費及び一般管理費 8,431,072 8,289,902

営業利益 2,087,279 1,202,363

営業外収益   

受取利息 21,271 18,155

受取配当金 174,703 182,674

助成金収入 66,689 115,242

持分法による投資利益 49,160 62,173

受取保険金 9,915 60,023

その他 70,617 87,216

営業外収益合計 392,357 525,486

営業外費用   

支払利息 63,177 54,818

固定資産除売却損 42,723 60,546

為替差損 303,772 －

その他 25,351 27,931

営業外費用合計 435,025 143,296

経常利益 2,044,611 1,584,553

特別利益   

投資有価証券売却益 224 339

貸倒引当金戻入額 27,974 －

退職給付制度改定益 236,438 －

新株予約権戻入益 5,020 494

その他 62,382 －

特別利益合計 332,039 833

特別損失   

固定資産除売却損 － 10,951

減損損失 808,797 10,035

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 92,725 －

その他 18,404 －

特別損失合計 919,927 20,987

税金等調整前当期純利益 1,456,723 1,564,398

法人税、住民税及び事業税 646,441 684,205

法人税等調整額 △1,110,644 91,063

法人税等合計 △464,202 775,268

少数株主損益調整前当期純利益 1,920,926 789,130

少数株主利益 157,592 71,705

当期純利益 1,763,333 717,425
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,920,926 789,130

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △534,774 632,416

繰延ヘッジ損益 1,447 －

為替換算調整勘定 △325,100 △310,809

持分法適用会社に対する持分相当額 △27,539 1,240

その他の包括利益合計 △885,967 322,848

包括利益 1,034,958 1,111,978

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 959,917 1,056,761

少数株主に係る包括利益 75,040 55,217
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 10,837,208 10,837,208

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,837,208 10,837,208

資本剰余金   

当期首残高 11,128,923 11,128,923

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,128,923 11,128,923

利益剰余金   

当期首残高 16,747,951 17,818,784

持分法適用関連会社の会計処理の変更に伴う
増減

△2,092 －

当期変動額   

剰余金の配当 △690,408 △376,466

当期純利益 1,763,333 717,425

当期変動額合計 1,072,924 340,958

当期末残高 17,818,784 18,159,742

自己株式   

当期首残高 △531,351 △537,409

当期変動額   

自己株式の取得 △6,057 △3,124

当期変動額合計 △6,057 △3,124

当期末残高 △537,409 △540,533

株主資本合計   

当期首残高 38,182,732 39,247,506

持分法適用関連会社の会計処理の変更に伴う
増減

△2,092 －

当期変動額   

剰余金の配当 △690,408 △376,466

当期純利益 1,763,333 717,425

自己株式の取得 △6,057 △3,124

当期変動額合計 1,066,867 337,834

当期末残高 39,247,506 39,585,341
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 5,051,821 4,515,406

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △536,415 621,472

当期変動額合計 △536,415 621,472

当期末残高 4,515,406 5,136,878

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △1,447 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,447 －

当期変動額合計 1,447 －

当期末残高 － －

海外子会社の土地再評価差額金   

当期首残高 250,420 250,420

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 250,420 250,420

為替換算調整勘定   

当期首残高 △1,738,385 △2,006,832

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △268,447 △282,135

当期変動額合計 △268,447 △282,135

当期末残高 △2,006,832 △2,288,968

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 3,562,409 2,758,993

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △803,415 339,336

当期変動額合計 △803,415 339,336

当期末残高 2,758,993 3,098,330

新株予約権   

当期首残高 34,619 30,665

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,954 △494

当期変動額合計 △3,954 △494

当期末残高 30,665 30,171

少数株主持分   

当期首残高 2,518,412 2,575,927

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 57,514 82,704

当期変動額合計 57,514 82,704

当期末残高 2,575,927 2,658,631
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

純資産合計   

当期首残高 44,298,173 44,613,092

持分法適用関連会社の会計処理の変更に伴う増減 △2,092 －

当期変動額   

剰余金の配当 △690,408 △376,466

当期純利益 1,763,333 717,425

自己株式の取得 △6,057 △3,124

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △749,855 421,546

当期変動額合計 317,011 759,381

当期末残高 44,613,092 45,372,473
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31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 1,456,723 1,564,398

減価償却費 3,512,802 3,301,633

のれん償却額 20,950 19,236

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,003,851 92,173

前払年金費用の増減額（△は増加） 119,024 55,336

受取利息及び受取配当金 △195,975 △200,830

助成金収入 △66,689 △115,242

支払利息 63,177 54,818

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 92,725 －

減損損失 808,797 10,035

売上債権の増減額（△は増加） 2,308,362 △4,461,253

たな卸資産の増減額（△は増加） △273,179 △1,091,701

仕入債務の増減額（△は減少） △894,009 4,595,460

未払消費税等の増減額（△は減少） △228,690 65,412

その他の流動負債の増減額（△は減少） △49,220 597,465

その他の固定負債の増減額（△は減少） 567,939 △123,664

その他 15,467 △38,231

小計 6,254,355 4,325,048

利息及び配当金の受取額 213,876 239,902

利息の支払額 △63,151 △54,308

助成金の受取額 66,689 115,242

法人税等の支払額 △416,423 △616,650

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,055,346 4,009,233

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △81,263 △40,728

定期預金の払戻による収入 50,000 40,000

有形固定資産の取得による支出 △3,106,785 △3,392,059

有形固定資産の売却による収入 23,306 49,922

無形固定資産の取得による支出 △159,539 △124,813

長期前払費用の取得による支出 △2,633 △139,705

貸付けによる支出 △48,950 △30,475

貸付金の回収による収入 43,619 35,979

その他 △1,575 △5,347

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,283,821 △3,607,228

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） 28,639 62,662

長期借入れによる収入 200,000 －

長期借入金の返済による支出 △251,160 △24,282

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △194,323 △165,257

少数株主からの払込みによる収入 48,055 63,250

自己株式の取得による支出 △6,057 △3,124

配当金の支払額 △689,073 △376,912

少数株主への配当金の支払額 △65,581 △35,763

財務活動によるキャッシュ・フロー △929,501 △479,427

現金及び現金同等物に係る換算差額 △168,335 △87,510

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,673,688 △164,932

現金及び現金同等物の期首残高 11,237,850 12,911,538

現金及び現金同等物の期末残高 12,911,538 12,746,606
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（５）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（６）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第 24 号 平成 21 年 12 月 4 日）及び「会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 24 号 平成 21 年 12 月 4

日）を適用しております。 

（連結納税制度の適用） 

当連結会計年度より、連結納税制度を適用しております。 

 

（７）連結財務諸表に関する注記事項 
（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、定期的に検証を行う対象となっ
ているものであります。 

  当社グループは、主に自動車部品等を生産・販売しており、国内においては当社及び国内子会社が、
海外においては北米、中国、アジア（台湾、タイ、インドネシア）等の各地域を各海外子会社が、それ
ぞれ担当しております。各子会社の取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を
展開しております。 

  したがって、当社グループは、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、
「日本」、「北米」、「中国」、及び「アジア」の４つを報告セグメントとしております。各報告セグメン
トでは、自動車部品等のほか、住宅機器、電子機器及びその他の製品を生産・販売しております。 

 
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報 
  当連結会計年度（自平成 23 年４月１日 至平成 24 年３月 31 日） 

（単位：千円） 

 日本 北米 中国 アジア 合計 

売 上 高  
外部顧客への売上高 62,188,124 5,708,276 2,539,539 6,257,524 76,693,465
セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

4,321,356 1,846 676,575 1,436,166 6,435,944

計 66,509,480 5,710,123 3,216,115 7,693,690 83,129,409

セグメント利益又は損失
（△） 

2,894,207 △463,964 △52,507 569,215 2,946,950

セグメント資産 63,288,555 3,991,895 2,780,280 4,773,255 74,833,986

その他の項目 

 減価償却費 2,586,296 143,994 160,015

 

218,318 3,108,624

 のれんの償却費 － － － 19,236 19,236

 持分法適用会社への投
資額 

－ － 326,421 － 326,421

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額 

2,992,208 104,548 184,966 646,751 3,928,474
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３．報告セグメント合計額と連結財務諸表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） 
当連結会計年度（自平成 23 年４月１日 至平成 24 年 3 月 31 日）  

                               （単位：千円） 
売上高 金額 

報告セグメント計 

セグメント間取引消去 

83,129,409   

△6,435,944   

連結財務諸表の売上高 76,693,465   

      
                               （単位：千円） 

利益 金額 

報告セグメント計 

未実現利益の消去等 

全社費用（注） 

2,946,950   

34,794   

△1,779,381   

連結財務諸表の営業利益 1,202,363   

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社部門に係る費用であります。 
 
                               （単位：千円） 

資産 金額 

報告セグメント計 

セグメント間取引消去 

全社費用（注） 

74,833,986   

△3,802,629   

6,752,325   

連結財務諸表の資産合計 77,783,681   

（注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社での余資運用資金（現金及び預金）、本社建物、

投資有価証券、全社設備等であります。 
 
４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 
  当連結会計年度（自平成 23 年４月１日 至平成 24 年３月 31 日） 
                                        （単位：千円） 

 日本 北米 中国 アジア 合計 

減損損失 － － 10,035 － 10,035

 
５．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 
  当連結会計年度（自平成 23 年４月１日 至平成 24 年３月 31 日） 
                                        （単位：千円） 

 日本 北米 中国 アジア 合計 

当期償却額 － － － 19,236 19,236

当期末残高 － － － 10,392 10,392
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 

（自 平成 22 年４月１日 

      至 平成 23 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 23 年４月１日 

至 平成 24 年３月 31 日） 

１株当たり純資産額        669.44 円

１株当たり当期純利益金額      28.10 円

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額については、希薄化効果を有している潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額         680.36 円

１株当たり当期純利益金額      11.43 円

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額については、希薄化効果を有している潜在

株式が存在しないため記載しておりません。 

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（平成 23 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 24 年３月 31 日） 

純資産の部の合計額（千円） 44,613,092 45,372,473 

純資産の部の合計額から控除する 

金額（千円） 
2,606,592 2,688,802 

 （うち新株予約権） (30,665) (30,171) 

 （うち少数株主持分） (2,575,927) (2,658,631) 

普通株式に係る期末の純資産額 

（千円） 
42,006,500 42,683,671 

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた期末の普通株式の数（千株） 
62,748 62,737 

（注）２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前連結会計年度 

（自 平成 22 年４月１日 

 至 平成 23 年３月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 23 年４月１日 

 至 平成 24 年３月 31 日）

当期純利益（千円） 1,763,333 717,425 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,763,333 717,425 

期中平均株式数（千株） 62,758 62,742 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益金額の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権 3 種類（新株予

約権の数 493 個）普通株式

493,000 株 

新株予約権 3 種類（新株予

約権の数 484 個）普通株式

484,000 株 

（開示の省略） 

リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ス

トック・オプション等、企業結合等、資産除去債務、賃貸等不動産に関する注記については、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。 
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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23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,494,836 8,537,129

受取手形 263,242 280,301

電子記録債権 － 1,089,000

売掛金 9,971,349 13,551,328

製品 657,277 730,175

仕掛品 1,214,799 1,289,465

原材料及び貯蔵品 1,441,339 1,539,261

前渡金 － 18,356

前払費用 73,228 67,466

繰延税金資産 791,779 670,861

短期貸付金 701,831 500,883

未収入金 503,535 888,040

その他 213,227 247,078

貸倒引当金 △500 △7,050

流動資産合計 25,325,947 29,402,299

固定資産   

有形固定資産   

建物 16,000,922 16,348,278

減価償却累計額 △11,807,540 △12,171,365

建物（純額） 4,193,381 4,176,913

構築物 3,571,921 3,604,954

減価償却累計額 △2,993,799 △3,066,092

構築物（純額） 578,122 538,861

機械及び装置 37,579,361 38,710,060

減価償却累計額 △32,969,170 △33,803,613

機械及び装置（純額） 4,610,190 4,906,447

車両運搬具 350,878 308,521

減価償却累計額 △217,944 △198,075

車両運搬具（純額） 132,934 110,445

工具、器具及び備品 5,769,781 5,713,419

減価償却累計額 △5,458,585 △5,315,658

工具、器具及び備品（純額） 311,196 397,761

土地 5,990,474 5,990,474

建設仮勘定 1,224,578 1,053,420

有形固定資産合計 17,040,878 17,174,324

無形固定資産   

商標権 2,166 1,916

ソフトウエア 68,277 57,595

その他 950 10,872

無形固定資産合計 71,395 70,384
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,492,671 3,465,849

関係会社株式 12,133,668 12,538,833

関係会社出資金 1,387,678 1,577,429

従業員に対する長期貸付金 37,809 33,979

関係会社長期貸付金 1,085,000 1,760,185

破産更生債権等 1,249 1,286

長期前払費用 10,626 7,180

保険積立金 30,765 15,363

前払年金費用 692,712 637,375

その他 114,517 110,341

投資損失引当金 △89,271 △672,019

貸倒引当金 △23,540 △6,391

投資その他の資産合計 18,873,887 19,469,413

固定資産合計 35,986,161 36,714,122

資産合計 61,312,108 66,116,422

負債の部   

流動負債   

支払手形 533,884 642,707

買掛金 9,013,884 13,069,427

リース債務 128,396 85,701

未払金 761,310 986,846

未払費用 875,245 1,062,613

未払法人税等 176,103 303,115

未払消費税等 － 56,877

前受金 5,040 856

預り金 121,032 174,553

賞与引当金 1,252,000 1,194,000

役員賞与引当金 59,500 55,220

製品保証引当金 33,225 28,637

設備関係支払手形 140,273 136,863

流動負債合計 13,099,896 17,797,418

固定負債   

長期借入金 3,000,000 3,000,000

リース債務 87,952 205,371

長期未払金 616,042 493,411

繰延税金負債 2,312,578 2,088,224

退職給付引当金 953,639 1,008,853

役員退職慰労引当金 178,430 209,290

資産除去債務 55,203 56,464

その他 856 －

固定負債合計 7,204,702 7,061,615

負債合計 20,304,598 24,859,034
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,837,208 10,837,208

資本剰余金   

資本準備金 11,128,923 11,128,923

資本剰余金合計 11,128,923 11,128,923

利益剰余金   

利益準備金 2,709,302 2,709,302

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金 462,487 475,152

別途積立金 9,402,000 7,402,000

繰越利益剰余金 2,469,423 4,101,047

利益剰余金合計 15,043,213 14,687,501

自己株式 △537,409 △540,533

株主資本合計 36,471,935 36,113,099

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,504,909 5,114,117

評価・換算差額等合計 4,504,909 5,114,117

新株予約権 30,665 30,171

純資産合計 41,007,510 41,257,388

負債純資産合計 61,312,108 66,116,422
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 52,934,987 54,626,797

売上原価   

製品期首たな卸高 598,525 657,277

当期製品製造原価 47,396,491 49,330,622

合計 47,995,016 49,987,900

製品期末たな卸高 657,277 730,175

製品売上原価 47,337,738 49,257,724

売上総利益 5,597,248 5,369,072

販売費及び一般管理費 4,768,124 4,800,228

営業利益 829,124 568,843

営業外収益   

受取利息 52,636 42,019

受取配当金 692,200 309,718

助成金収入 28,661 47,588

固定資産売却益 11,181 9,220

設備賃貸料 76,709 88,833

その他 11,689 113,643

営業外収益合計 873,078 611,025

営業外費用   

支払利息 37,028 36,753

投資損失引当金繰入額 － 584,525

賃貸設備減価償却費 65,165 70,847

為替差損 295,716 －

その他 47,379 52,924

営業外費用合計 445,289 745,051

経常利益 1,256,913 434,817

特別利益   

貸倒引当金戻入額 48,085 －

退職給付制度改定益 236,438 －

新株予約権戻入益 5,020 494

その他 30,837 －

特別利益合計 320,381 494

特別損失   

固定資産除売却損 － 1,213

関係会社株式評価損 1,127,676 －

その他 66,310 －

特別損失合計 1,193,986 1,213

税引前当期純利益 383,308 434,098

法人税、住民税及び事業税 256,068 269,683

法人税等調整額 △1,147,491 143,660

法人税等合計 △891,422 413,343

当期純利益 1,274,730 20,754
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 10,837,208 10,837,208

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,837,208 10,837,208

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 11,128,923 11,128,923

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,128,923 11,128,923

資本剰余金合計   

当期首残高 11,128,923 11,128,923

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,128,923 11,128,923

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 2,709,302 2,709,302

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,709,302 2,709,302

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金   

当期首残高 484,094 462,487

当期変動額   

圧縮記帳積立金の積立 2,100 34,403

圧縮記帳積立金の取崩 △23,707 △21,738

当期変動額合計 △21,606 12,664

当期末残高 462,487 475,152

固定資産圧縮特別勘定積立金   

当期首残高 1,542 －

当期変動額   

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 557 －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 △2,100 －

当期変動額合計 △1,542 －

当期末残高 － －

別途積立金   

当期首残高 6,902,000 9,402,000

当期変動額   

別途積立金の積立 2,500,000 －

別途積立金の取崩 － △2,000,000

当期変動額合計 2,500,000 △2,000,000

当期末残高 9,402,000 7,402,000
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

繰越利益剰余金   

当期首残高 4,361,952 2,469,423

当期変動額   

圧縮記帳積立金の積立 △2,100 △34,403

圧縮記帳積立金の取崩 23,707 21,738

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 △557 －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 2,100 －

別途積立金の積立 △2,500,000 －

別途積立金の取崩 － 2,000,000

剰余金の配当 △690,408 △376,466

当期純利益 1,274,730 20,754

当期変動額合計 △1,892,528 1,631,623

当期末残高 2,469,423 4,101,047

利益剰余金合計   

当期首残高 14,458,891 15,043,213

当期変動額   

圧縮記帳積立金の積立 － －

圧縮記帳積立金の取崩 － －

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 － －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

別途積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △690,408 △376,466

当期純利益 1,274,730 20,754

当期変動額合計 584,322 △355,712

当期末残高 15,043,213 14,687,501

自己株式   

当期首残高 △531,351 △537,409

当期変動額   

自己株式の取得 △6,057 △3,124

当期変動額合計 △6,057 △3,124

当期末残高 △537,409 △540,533

株主資本合計   

当期首残高 35,893,671 36,471,935

当期変動額   

剰余金の配当 △690,408 △376,466

当期純利益 1,274,730 20,754

自己株式の取得 △6,057 △3,124

当期変動額合計 578,264 △358,836

当期末残高 36,471,935 36,113,099
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 5,042,787 4,504,909

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △537,878 609,208

当期変動額合計 △537,878 609,208

当期末残高 4,504,909 5,114,117

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 4,944 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,944 －

当期変動額合計 △4,944 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

当期首残高 5,047,732 4,504,909

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △542,823 609,208

当期変動額合計 △542,823 609,208

当期末残高 4,504,909 5,114,117

新株予約権   

当期首残高 34,619 30,665

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,954 △494

当期変動額合計 △3,954 △494

当期末残高 30,665 30,171

純資産合計   

当期首残高 40,976,023 41,007,510

当期変動額   

剰余金の配当 △690,408 △376,466

当期純利益 1,274,730 20,754

自己株式の取得 △6,057 △3,124

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △546,777 608,714

当期変動額合計 31,486 249,877

当期末残高 41,007,510 41,257,388
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（４）継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 
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６．その他 

役員の異動 
 

平成 24 年６月 14 日付の予定 

 

１．役員の異動 

(1) 昇任予定取締役  
氏  名  

 

新 役 職 

 

現 役 職 

牧
まき

野
の

彰
あき

夫
お

 
取 締 役 

専 務 執 行 役 員 

常 務 取 締 役 

桑
くわ

山
やま

清
きよ

明
あき

 
取 締 役 

常 務 執 行 役 員 

取 締 役 

 

(2) 退任予定取締役  
氏  名  

 

現 役 職 

 

 

松
まつ

本
もと

健
たけ

志
し

 取 締 役 当社執行役員に就任予定 

土
は

生
ぶ

武
たけ

文
ふみ

 取 締 役 当社執行役員に就任予定 

長
は

谷
せ

川
がわ

恵
けい

司
じ

 取 締 役 当社執行役員に就任予定 

三
み

浦
うら

紀
のり

文
ふみ

 取 締 役 当社執行役員に就任予定 

今
いま

井
い

信
のぶ

之
ゆき

 取 締 役 当社技監に就任予定 

 

(3) 新任監査役候補  
氏  名  

 
新 役 職  

 

現 役 職 

 

竹
たけ

内
うち

 傑
すぐる

 常 勤 監 査 役 経 理 部 長 

安
やす

川
かわ

彰
しょう


きち

 監 査 役 

愛知製鋼株式会社 

取 締 役 会 長 

 

(4) 退任予定監査役  
氏  名  

 

現 役 職 

 

 

清
きよ

田
た

正
まさ

章
あき

 常 勤 監 査 役 当社非常勤顧問に就任予定 

森
もり

田
た

章
あき

義
よし

 監 査 役  

 

２．執行役員の異動 

新任執行役員候補  
氏  名  

 

現 役 職 

 

鈴
すず

木
き

 聡
さとし

 参 与 
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- 連結1 - 

平成２４年３月期（平成２３.４.１～平成２４.３.３１）                   平成２４年４月２６日 

決算発表（参考資料） 

 

 

 

 

 

（１）連結業績の推移                                                               （百万円） 

期    別 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益 

平成２４年３月期 ７６，６９３  １，２０２ １，５８４     ７１７ 

（ 対 前 期 増 減 率 ）  （０．４%）    (△４２．４%)     (△２２．５%)     (△５９．３%) 

〔 売 上 高 比 率 〕 〔１００．０%〕   〔１．６%〕    〔２．１%〕 〔０．９%〕

＜ 連 単 倍 率 ＞  ＜１．４０＞  ＜２．１１＞     ＜３．６４＞   ＜３４．５７＞

平成２３年３月期 ７６，４１６  ２，０８７ ２，０４４   １，７６３ 

平成２２年３月期 ７２，８５４  ２，１４４ ２，３６４   ２，７０７ 

平成２１年３月期 ８１，０７１ △２，４６１ △２，３７３  △３，９９３ 

平成２０年３月期 ９５，９１２ １，６４７ １，７７２   １，５１１ 

 

（２）対前期比利益増減要因                              (百万円) 

増 益 要 因 減 益 要 因 

量の増による付加価値の増（国内） 

直材費改善 

８６５

  ４２０

量の減による付加価値の減（海外） 

価格協力 

為替変動 

構成差他 

７００

１，１４０

３００

２９

計 １，２８５ 計 ２，１６９

営業利益        ８８４ 百万円 減益 

為替変動 

受取保険金の増 

助成金の増 

その他営業外費用の減 

  ３００

５０

５０

２４

 

 

計 １，７０９ 計 ２，１６９

  経常利益        ４６０ 百万円 減益 

減損損失の減 

資産除去債務費用の減 

少数株主損益の減 

８００

９０

９０

繰延税金資産計上差額 

退職給付引当金戻入の減ほか 

 

１，２００

３６５

 

計 ２，６８９ 計 ３，７３４

  当期純利益       １，０４５ 百万円 減益 

（３）配当状況                                              

 １株当たり年間配当金 

平成２４年３月期 ７円００銭 

平成２３年３月期 ８円００銭 

 

 

連  結  情  報 
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     東証・名証第１部 



- 連結2 - 

（４）連結財政状態                                         (百万円) 

 総資産 純資産 自己資本比率％

平成２４年３月期 ７７，７８３ ４５，３７２ ５４．９ 

平成２３年３月期 ７１，９０３ ４４，６１３ ５８．４ 

増     減 ５，８８０ ７５９ △３．５ポイント

（５）連結の範囲 

       連結子会社   ２１社（海外１０社、国内１１社）  

持分法適用会社  １社（海外１社）        

 

（６）当期の製品別売上高実績…平成２４年３月期                       （百万円） 

製  品  別 ２４年３月期 ２３年３月期 増減 率 

シ  ャ  シ  ば  ね

精   密   ば   ね

ケ ー ブ ル

そ      の      他

  ２６，５５１ 

  １７，２５０ 

  １７，６０１ 

  １５，２８９ 

  ２４，５６３ 

  １８，０５７ 

  １９，６１７ 

  １４，１７６ 

１，９８８ 

  △８０７ 

△２，０１５ 

１，１１２ 

  ８．１％

 △４．５ 

△１０．３ 

７．８ 

合    計   ７６，６９３   ７６，４１６    ２７７   ０．４ 

 

（７）設備投資額の推移                             （百万円） 

 

   

前 期 実 績 

(平成２３年３月期) 

当 期 実 績 

(平成２４年３月期) 

設 備 投 資 額 ３，３９０ ３，８０８ 

減 価 償 却 費 ３，４３４ ３，２４８ 

 



- 単独1 - 

平成２４年３月期（平成２３.４.１～平成２４.３.３１）                   平成２４年４月２６日 
決算発表（参考資料） 

 

 

 
 

 

 
（１）業績推移                                              （百万円） 

期    別 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

平成２４年３月期    ５４，６２６       ５６８       ４３４        ２０ 

（対前期増減率） （３．２%）   (△３１．４) (△６５．４) (△９８．４) 

〔 売 上 高 比 率 〕    〔１００．０%〕   〔１．０%〕   〔０．８%〕   〔０．０%〕 

平成２３年３月期    ５２，９３４       ８２９     １，２５６     １，２７４ 

平成２２年３月期    ５３，１３９     １，３６８    １，５７７    ２，６３４ 

平成２１年３月期    ５４，９４２   △２，６６４   △２，０９５   △３，５１９ 

平成２０年３月期    ６５，７４４         ５４６         ８７５     １，１０６ 

 

（２）対前期比利益増減要因                                (百万円) 

増 益 要 因 減 益 要 因 

量の増による付加価値の増 

直材費改善 

経費の減など 

７４０

４２０

１００

価格協力 

労務費の増 

修繕費の増 

１，０７０

３９０

６０

計 １，２６０ 計 １，５２０

営業利益       ２６０ 百万円 減益 

為替変動 

受取保険金の増など 

３３０

６８

投資損失引当金 

受取配当金の減 

５８０

３８０

計 １，６５８ 計 ２，４８０

経常利益       ８２２ 百万円 減益 

関係会社株式評価損の減 

資産除去債務費用の減 

 １，１３０

    ４９

繰延税金資産計上差額 

退職給付引当金戻入の減など 

１，２９０

３２０

計  ２，８３７ 計 ４，０９０

当期純利益    １，２５３ 百万円 減益 

（３）財政状態                                              (百万円) 

 総資産 純資産 自己資本比率％ 

平成２４年３月期 ６６，１１６ ４１，２５７ ６２．４ 

平成２３年３月期 ６１，３１２ ４１，００７ ６６．８ 

増     減 ４，８０４ ２４９ △４．４ポイント

 

 

単  独  情  報 
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（４）当期の製品別売上高実績…平成２４年３月期                      （百万円） 

製  品  別 ２４年３月期 ２３年３月期 増減 率 

シ  ャ  シ  ば  ね

精   密   ば   ね

ケ ー ブ ル

そ      の      他

  ２２，２５５ 

  １４，６７９ 

  １０，４１１ 

   ７，２８０ 

  １９，５５７ 

  １５，４４０ 

  １０，７１２ 

   ７，２２４ 

２，６９８ 

 △７６１ 

 △３０１ 

   ５６ 

 １３．８％

 △４．９ 

△２．８ 

０．８ 

合    計   ５４，６２６   ５２，９３４ １，６９１   ３．２ 

（５）設備投資額の推移                     （百万円） 

 

   

前 期 実 績 

(平成２３年３月期) 

当 期 実 績 

(平成２４年３月期) 

設 備 投 資 額       ２，２６８       ２，４８８ 

減 価 償 却 費       ２，２３９       ２，２２０ 

 




