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(百万円未満切捨て)
１．平成27年３月期の連結業績（平成26年４月１日～平成27年３月31日）
（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 ％

27年３月期 85,533 0.7 1,224 △31.5 2,392 △4.0 1,619 99.8

26年３月期 84,905 3.5 1,787 48.4 2,491 △0.5 810 △37.1
(注) 包括利益 27年３月期 9,574百万円( 284.2％) 26年３月期 2,492百万円(△36.0％)
　

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 ％ ％ ％

27年３月期 25.83 － 3.1 2.6 1.4

26年３月期 12.93 － 1.7 3.0 2.1
(参考) 持分法投資損益 27年３月期 △3百万円 26年３月期 0百万円
　

　

（２）連結財政状態

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

27年３月期 97,248 59,548 57.5 891.80

26年３月期 85,596 50,129 54.9 749.03
(参考) 自己資本 27年３月期 55,904百万円 26年３月期 46,970百万円
　

　

（３）連結キャッシュ・フローの状況
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

27年３月期 4,320 △3,713 △303 11,803

26年３月期 3,243 △4,462 1,967 11,032
　　

　

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 ％ ％

26年３月期 － 4.00 － 4.00 8.00 501 61.9 1.1

27年３月期 － 4.00 － 4.00 8.00 501 31.0 1.0

28年３月期(予想) － 4.00 － 4.00 8.00 62.7
　

　

３．平成28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 △1.1 100 △71.3 100 △90.6 50 △94.2 0.80

通 期 85,800 0.3 1,300 6.1 1,400 △41.5 800 △50.6 12.76

決算短信 （宝印刷）  2015年04月24日 14時52分 1ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



※ 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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

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
　

　

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 27年３月期 63,855,994株 26年３月期 63,855,994株

② 期末自己株式数 27年３月期 1,168,781株 26年３月期 1,146,917株

③ 期中平均株式数 27年３月期 62,698,067株 26年３月期 62,717,055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

取引法に基づく連結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・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

当連結会計年度の当社の主要な取引先の国内自動車生産台数は、消費税増税などの影響により前年度に比べ減少と

なりました。

海外における当社の主要な取引先の自動車生産台数は、政治的混乱などの影響のあったタイやインドネシアでは前

年度に比べ減少となったものの、北米や中国では前年度を上回る結果となりました。

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、855億３千３百万円となり、前連結会計年度に比

べ６億２千８百万円の増収（0.7％増）となりました。

営業利益は前連結会計年度に比べ５億６千２百万円減益（31.5％減）の12億２千４百万円となりました。経常利益

は前連結会計年度に比べ９千８百万円減益（4.0％減）の23億９千２百万円となりました。また、当期純利益は前連結

会計年度に比べ８億８百万円増益（99.8％増）の16億１千９百万円となりました。

　

セグメントの業績は、次のとおりであります。なお、売上高はセグメント間の売上高を含んでおります。

〔日本〕

売上高640億６千８百万円（前年同期比4.6％減）、営業利益19億１千１百万円（同37.7％減）となりました。

〔北米〕

売上高108億４千７百万円（前年同期比12.5％増）、営業利益４億５千２百万円（同84.8％増）となりました。

〔中国〕

売上高68億５千５百万円（前年同期比29.0％増）、営業利益１億３百万円（同638.7％増）となりました。

〔アジア〕

売上高107億７千３百万円（前年同期比0.8％増）、営業利益２億９千６百万円（同62.4％増）となりました。

（次期の見通しについて）

日本経済は緩やかな回復基調が続いていますが、国内の自動車生産台数は減少傾向が続くと予想されます。

海外では米国経済は安定しているものの、新興国の経済成長の伸びはやや鈍化すると見られ、先行きは不透明な状

況にあります。

このような状況のなか、次期連結会計年度の業績見通しにつきましては、売上高858億円、営業利益13億円、経常利

益14億円、親会社株主に帰属する当期純利益は8億円を見込んでおり、設備投資は36億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、投資有価証券及び退職給付に係る資産の増加などにより、前連結会計年

度末に比べ116億５千２百万円増加（13.6％増）し、972億４千８百万円となりました。

負債につきましては、繰延税金負債（固定負債）の増加などにより、前連結会計年度末に比べ22億３千３百万円増

加（6.3％増）し、377億円となりました。

純資産につきましては、その他有価証券評価差額金及び退職給付に係る調整累計額の増加などにより、前連結会計

年度末に比べ94億１千８百万円増加（18.8％増）し、595億４千８百万円となりました。

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、118億３百万円となり、前連結会計年

度末に比べ７億７千１百万円の増加（7.0％増）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43億２千万円（前年同期比33.2％増）となりました。これは主に、減価償却費34億

７千２百万円、税金等調整前当期純利益21億６千５百万円などの資金の増加と法人税等の支払額７億９千８百万円、

製品保証引当金の減少額７億５千１百万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37億１千３百万円（前年同期比16.8％減）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31億７千９百万円、関係会社出資金の払込による支出５億２千６百万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３億３百万円（前年同期は19億６千７百万円の獲得）となりました。これは主に、

セール・アンド・リースバックによる収入10億２千９百万円などの資金の増加と短期借入金の純減少額５億３千７百

万円、配当金の支払額５億１百万円及びファイナンス・リース債務の返済による支出１億６千万円などの資金の減少

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４円の配当をさせていただきましたが、期末配当につき

ましても１株につき４円とし、年間では１株につき８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、年間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23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、さら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。

　

（注）１．トヨタ自動車㈱ は「その他の関係会社」であります。

２．平成26年７月に持分法適用の関連会社であった天津隆星弾簧有限公司（中国）の出資持分を追加取得して子

会社化したため、連結の範囲に含めております。

３．平成26年12月にCENTRAL SPRING,INC.（米国）は清算が結了したため、連結の範囲から除外しております。
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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、優れたモノづくり・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

技術を社会に活かす 人の英知で未来を拓く 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なかで、以下の７項目を基本方針と定め、事業活動を推進してまいりました。

① 安全衛生管理体制の抜本的強化

② 品質保証体制の抜本的強化

③ 国内減産下における収益体質の抜本的強化

④ №１商品、№１技術の実現と新規・既存市場でのビジネス拡大

⑤ 他社を凌駕する価格競争力の実現と収益力の強化

⑥ 活力に満ちた、安全で働きやすい、実行力のある職場づくり

⑦ 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、営業利益率を重視する経営指標としております。

（３）中長期的な会社の経営戦略

自動車市場は、日本・アメリカ・欧州などの先進国市場が成熟期を迎えている一方、新興国市場は今後も拡大が見

込まれます。当社グループとしましては、新興国市場に求められる低価格ニーズに迅速に対応するとともに、低燃費

に貢献する商品開発や環境に配慮したモノづくりを促進する必要があります。

このような状況のなか、新たな環境変化に対応した２０１７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、目指す姿である「成長し、発展し続ける会社」への方針として、「安全・品質保証体制の充

実」、「海外市場等における拡販」や「人材の育成」を掲げ実行してまいります。また、「国際競争力の強化」を推進す

るため、「客先ニーズに応える商品力、技術力の向上」等を着実に推進する所存でございます。

４．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の企業間の比較可能性などを考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸表を作成する

方針であります。

なお、今後につきましては、国内の同業他社のＩＦＲＳ（国際財務報告基準）の適用動向等を踏まえ、ＩＦＲＳの

適用について検討を進めていく方針であります。
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５．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26年３月31日)

当連結会計年度
(平成27年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,160,997 11,997,514

受取手形及び売掛金 16,132,942 16,085,119

商品及び製品 2,350,344 3,018,864

仕掛品 1,918,347 1,926,558

原材料及び貯蔵品 4,464,349 4,671,269

繰延税金資産 999,068 1,007,627

未収入金 363,744 263,404

その他 1,030,838 1,127,741

貸倒引当金 △13,965 △14,492

流動資産合計 38,406,667 40,083,608

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 27,041,059 28,212,096

減価償却累計額 △19,613,614 △20,428,851

建物及び構築物（純額） 7,427,444 7,783,244

機械装置及び運搬具 54,514,594 57,721,086

減価償却累計額 △45,187,943 △47,654,786

機械装置及び運搬具（純額） 9,326,651 10,066,299

土地 9,274,255 9,383,452

建設仮勘定 3,271,764 3,105,387

その他 8,793,518 9,228,276

減価償却累計額 △7,668,973 △8,077,796

その他（純額） 1,124,544 1,150,479

有形固定資産合計 30,424,661 31,488,863

無形固定資産

のれん 2,598 27,207

その他 175,030 223,313

無形固定資産合計 177,628 250,520

投資その他の資産

投資有価証券 14,504,355 20,277,089

関係会社出資金 861,772 1,005,655

長期前払費用 335,042 384,073

繰延税金資産 595,923 428,776

退職給付に係る資産 － 2,954,415

その他 345,253 431,668

貸倒引当金 △54,729 △55,765

投資その他の資産合計 16,587,619 25,425,913

固定資産合計 47,189,909 57,165,297

資産合計 85,596,576 97,248,906
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当連結会計年度
(平成27年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,823,183 12,817,778

短期借入金 1,968,799 1,673,558

1年内返済予定の長期借入金 59,583 484,240

リース債務 141,452 304,326

未払金 1,077,020 1,277,101

未払費用 1,659,582 1,749,670

未払法人税等 634,460 209,454

賞与引当金 1,534,418 1,514,409

役員賞与引当金 89,548 89,163

製品保証引当金 844,687 92,902

その他 609,231 964,890

流動負債合計 21,441,967 21,177,495

固定負債

長期借入金 5,704,410 5,271,422

リース債務 308,261 1,131,086

繰延税金負債 4,072,060 6,816,161

役員退職慰労引当金 290,163 330,691

退職給付に係る負債 2,869,658 2,314,812

資産除去債務 112,499 115,073

その他 667,626 543,858

固定負債合計 14,024,680 16,523,107

負債合計 35,466,647 37,700,602

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 19,143,165 20,356,113

自己株式 △549,122 △556,154

株主資本合計 40,560,175 41,766,090

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 8,168,132 12,517,518

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 △898,244 184,563

退職給付に係る調整累計額 △1,109,557 1,186,044

その他の包括利益累計額合計 6,410,751 14,138,546

新株予約権 5,236 －

少数株主持分 3,153,766 3,643,666

純資産合計 50,129,928 59,548,303

負債純資産合計 85,596,576 97,248,906
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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25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

売上高 84,905,401 85,533,732

売上原価 74,343,959 75,665,003

売上総利益 10,561,442 9,868,728

販売費及び一般管理費 8,774,049 8,643,988

営業利益 1,787,393 1,224,740

営業外収益

受取利息 12,496 17,943

受取配当金 330,311 441,059

持分法による投資利益 128 －

為替差益 354,318 660,511

助成金収入 20,331 232,639

その他 153,841 203,008

営業外収益合計 871,428 1,555,161

営業外費用

支払利息 118,680 144,612

持分法による投資損失 － 3,592

固定資産除売却損 33,236 153,515

その他 15,838 85,593

営業外費用合計 167,755 387,314

経常利益 2,491,066 2,392,587

特別利益

固定資産売却益 38,764 2,196

投資有価証券売却益 － 22,515

段階取得に係る差益 － 118,688

新株予約権戻入益 10,755 5,236

特別利益合計 49,519 148,636

特別損失

固定資産除売却損 7,848 5,033

減損損失 27,805 13,371

関係会社清算損 － 228,305

製品保証引当金繰入額 820,000 129,051

その他 95,985 －

特別損失合計 951,639 375,761

税金等調整前当期純利益 1,588,946 2,165,461

法人税、住民税及び事業税 949,799 374,489

法人税等調整額 △222,718 189,793

法人税等合計 727,081 564,283

少数株主損益調整前当期純利益 861,865 1,601,178

少数株主利益又は少数株主損失（△） 51,165 △18,430

当期純利益 810,700 1,619,609
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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25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 861,865 1,601,178

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,273,122 4,359,436

為替換算調整勘定 320,992 1,412,733

退職給付に係る調整額 － 2,281,098

持分法適用会社に対する持分相当額 36,296 △80,340

その他の包括利益合計 1,630,410 7,972,926

包括利益 2,492,276 9,574,105

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 2,342,486 9,347,404

少数株主に係る包括利益 149,790 226,700
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 10,837,208 11,128,923 18,884,415 △544,260 40,306,287

会計方針の変更による累

積的影響額
－

会計方針の変更を反映した

当期首残高
10,837,208 11,128,923 18,884,415 △544,260 40,306,287

当期変動額

剰余金の配当 △501,769 △501,769

当期純利益 810,700 810,700

自己株式の取得 △4,861 △4,861

決算期の変更に伴う子会

社剰余金の減少高
△52,946 △52,946

決算期の変更に伴う関連

会社剰余金の増加高
2,766 2,766

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）

当期変動額合計 － － 258,749 △4,861 253,888

当期末残高 10,837,208 11,128,923 19,143,165 △549,122 40,560,175

その他の包括利益累計額

新株予約権 少数株主持分 純資産合計その他

有価証券

評価差額金

海外子会社の

土地再評価

差額金

為替換算

調整勘定

退職給付

に係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 6,903,316 250,420 △1,419,437 － 5,734,299 15,991 3,004,315 49,060,892

会計方針の変更による累

積的影響額
－

会計方針の変更を反映した

当期首残高
6,903,316 250,420 △1,419,437 － 5,734,299 15,991 3,004,315 49,060,892

当期変動額

剰余金の配当 △501,769

当期純利益 810,700

自己株式の取得 △4,861

決算期の変更に伴う子会

社剰余金の減少高
△52,946

決算期の変更に伴う関連

会社剰余金の増加高
2,766

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）
1,264,816 － 521,192 △1,109,557 676,451 △10,755 149,451 815,147

当期変動額合計 1,264,816 － 521,192 △1,109,557 676,451 △10,755 149,451 1,069,035

当期末残高 8,168,132 250,420 △898,244 △1,109,557 6,410,751 5,236 3,153,766 50,129,928
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当連結会計年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 10,837,208 11,128,923 19,143,165 △549,122 40,560,175

会計方針の変更による累

積的影響額
94,959 94,959

会計方針の変更を反映した

当期首残高
10,837,208 11,128,923 19,238,124 △549,122 40,655,134

当期変動額

剰余金の配当 △501,620 △501,620

当期純利益 1,619,609 1,619,609

自己株式の取得 △7,032 △7,032

決算期の変更に伴う子会

社剰余金の減少高
－ －

決算期の変更に伴う関連

会社剰余金の増加高
－ －

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）

当期変動額合計 － － 1,117,988 △7,032 1,110,956

当期末残高 10,837,208 11,128,923 20,356,113 △556,154 41,766,090

その他の包括利益累計額

新株予約権 少数株主持分 純資産合計その他

有価証券

評価差額金

海外子会社の

土地再評価

差額金

為替換算

調整勘定

退職給付

に係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 8,168,132 250,420 △898,244 △1,109,557 6,410,751 5,236 3,153,766 50,129,928

会計方針の変更による累

積的影響額
94,959

会計方針の変更を反映した

当期首残高
8,168,132 250,420 △898,244 △1,109,557 6,410,751 5,236 3,153,766 50,224,888

当期変動額

剰余金の配当 △501,620

当期純利益 1,619,609

自己株式の取得 △7,032

決算期の変更に伴う子会

社剰余金の減少高
－

決算期の変更に伴う関連

会社剰余金の増加高
－

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）
4,349,385 － 1,082,807 2,295,601 7,727,795 △5,236 489,899 8,212,459

当期変動額合計 4,349,385 － 1,082,807 2,295,601 7,727,795 △5,236 489,899 9,323,415

当期末残高 12,517,518 250,420 184,563 1,186,044 14,138,546 － 3,643,666 59,548,303
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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25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27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 1,588,946 2,165,461

減価償却費 3,345,741 3,472,316

減損損失 27,805 13,371

のれん償却額 3,464 7,399

製品保証引当金の増減額（△は減少） 816,100 △751,784

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） － △2,954,415

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 86,390 2,998,335

受取利息及び受取配当金 △342,808 △459,002

助成金収入 △20,331 △232,639

支払利息 118,680 144,612

為替差損益（△は益） △51,043 △435,988

有形固定資産除却損 38,267 155,262

段階取得に係る差損益（△は益） － △118,688

関係会社清算損益（△は益） － 228,305

売上債権の増減額（△は増加） 729,632 840,192

たな卸資産の増減額（△は増加） △461,799 △299,405

仕入債務の増減額（△は減少） △1,106,422 △567,787

その他 △683,115 362,252

小計 4,089,507 4,567,798

利息及び配当金の受取額 342,808 463,242

利息の支払額 △119,477 △144,326

助成金の受取額 64,029 232,639

法人税等の支払額 △1,133,670 △798,944

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,243,196 4,320,409

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 △42,304 △103,368

定期預金の払戻による収入 90,000 40,000

有形固定資産の取得による支出 △4,279,520 △3,179,865

有形固定資産の売却による収入 378,030 30,048

投資有価証券の売却による収入 3,242 31,092

無形固定資産の取得による支出 △86,265 △80,725

貸付けによる支出 △49,296 △37,918

貸付金の回収による収入 33,885 36,903

関係会社出資金の払込による支出 △479,545 △526,110

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の
取得による収入

－ 73,958

その他 △30,524 2,714

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,462,296 △3,713,269
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

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） 345,875 △537,778

長期借入れによる収入 5,514,260 －

長期借入金の返済による支出 △3,200,000 △64,045

セール・アンド・リースバックによる収入 － 1,029,727

ファイナンス・リース債務の返済による支
出

△145,251 △160,282

自己株式の取得による支出 △4,861 △7,032

配当金の支払額 △502,025 △501,817

少数株主への配当金の支払額 △40,507 △61,803

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,967,491 △303,032

現金及び現金同等物に係る換算差額 134,135 467,225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 882,526 771,332

現金及び現金同等物の期首残高 10,203,659 11,032,231

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金
同等物の期首残高増減額(△は減少)

△53,954 －

現金及び現金同等物の期末残高 11,032,231 11,803,564
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（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び

「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付適用指

針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当連結会

計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準

から給付算定式基準へ変更しております。割引率の決定方法についても、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数

に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用

する方法へ変更しました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当連結会計年

度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る負債が146,113千円減少し、利益剰余金が94,959千円増加してお

ります。また、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。

なお、１株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

(セグメント情報等)

【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、自動車部品等の他、

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の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計処理の原則及

び手続に準拠した方法であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を変更したこと

に伴い、報告セグメントの退職給付債務及び勤務費用の計算方法を同様に変更しております。

当該変更は「日本」のセグメント利益に影響を及ぼしますが、当連結会計年度の「日本」のセグメント利益に与え

る影響は軽微であります。
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３．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

前連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26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 62,034,131 9,638,260 4,046,094 9,186,915 84,905,401

セグメント間の内部売上高
又は振替高

5,125,949 1,694 1,267,347 1,501,518 7,896,509

計 67,160,081 9,639,955 5,313,441 10,688,433 92,801,911

セグメント利益 3,069,450 244,736 14,042 182,347 3,510,577

セグメント資産 68,185,752 5,121,611 5,234,320 9,570,329 88,112,013

その他の項目

減価償却費 2,371,476 223,389 270,881 357,252 3,222,999

のれんの償却額 － － － 3,464 3,464

持分法適用会社への投資額 － － 382,227 － 382,227

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

1,802,704 269,191 458,084 1,007,293 3,537,273

当連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27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 60,032,672 10,846,718 5,408,448 9,245,893 85,533,732

セグメント間の内部売上高
又は振替高

4,035,996 762 1,447,056 1,527,351 7,011,167

計 64,068,669 10,847,480 6,855,504 10,773,245 92,544,899

セグメント利益 1,911,237 452,229 103,730 296,129 2,763,326

セグメント資産 75,558,498 5,278,754 7,065,183 10,566,381 98,468,817

その他の項目

減価償却費 2,235,835 293,015 378,457 444,475 3,351,785

のれんの償却額 － － 4,801 2,598 7,399

持分法適用会社への投資額 － － － － －

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

1,664,199 274,253 198,366 1,201,256 3,338,076
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４．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）

(単位：千円)

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 92,801,911 92,544,899

セグメント間取引消去 △7,896,509 △7,011,167

連結財務諸表の売上高 84,905,401 85,533,732

　

(単位：千円)

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 3,510,577 2,763,326

未実現利益の消去等 △10,385 33,915

全社費用(注) △1,712,799 △1,572,501

連結財務諸表の営業利益 1,787,393 1,224,740

(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関わる費用であります。

(単位：千円)

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 88,112,013 98,468,817

セグメント間取引消去 △7,246,532 △7,204,267

全社資産(注) 4,731,095 5,984,356

連結財務諸表の資産合計 85,596,576 97,248,906

(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。

(単位：千円)

その他の項目

報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費 3,222,999 3,351,785 55,273 52,123 3,278,272 3,403,908

のれんの償却費 3,464 7,399 － － 3,464 7,399

持分法適用会社への投資額 382,227 － － － 382,227 －

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

3,537,273 3,338,076 － － 3,537,273 3,338,076
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【関連情報】

前連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

シャシばね 精密ばね ケーブル その他 合計

外部顧客への売上高 26,896,707 19,433,009 23,025,638 15,550,046 84,905,401

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本 北米 中国 アジア その他 合計

61,180,462 9,649,910 4,242,576 9,721,629 110,822 84,905,401

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

(単位：千円)

日本 北米 中国 アジア 合計

22,101,306 1,745,176 2,844,779 3,733,398 30,424,661

３．主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

トヨタ自動車㈱ 26,446,065 日本

当連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

シャシばね 精密ばね ケーブル その他 合計

外部顧客への売上高 27,877,029 19,920,035 22,820,695 14,915,972 85,533,732

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本 北米 中国 アジア その他 合計

59,151,508 10,848,849 5,642,281 9,762,306 128,787 85,533,732

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

(単位：千円)

日本 北米 中国 アジア 合計

21,178,877 2,002,155 3,505,269 4,802,562 31,488,863
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３．主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

トヨタ自動車㈱ 26,014,777 日本

【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】

前連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

(単位：千円)

日本 北米 中国 アジア 合計

減損損失 13,457 5,509 8,837 － 27,805

当連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

(単位：千円)

日本 北米 中国 アジア 合計

減損損失 4,354 － 9,017 － 13,371

【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】

前連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26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 － － － 3,464 3,464

当期末残高 － － － 2,598 2,598

当連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27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 － － 4,801 2,598 7,399

当期末残高 － － 27,207 － 27,207

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

１株当たり純資産額 749.03円 891.80円

１株当たり当期純利益金額 12.93円 25.83円

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、前連結会計年度においては、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。当連結会計年度においては、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

２．「会計方針の変更」に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定める経

過的な取扱いに従っております。

この結果、当連結会計年度の１株当たり純資産額は1.51円増加し、１株当たり当期純利益金額は0.08円

増加しております。

３．１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26年３月31日)

当連結会計年度
(平成27年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 50,129,928 59,548,303

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 3,159,002 3,643,666

(うち新株予約権(千円)) (5,236) (－)

(うち少数株主持分(千円)) (3,153,766) (3,643,666)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 46,970,926 55,904,637

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(株)

62,709,077 62,687,213

４．１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25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

当期純利益金額(千円) 810,700 1,619,609

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金額(千円) 810,700 1,619,609

普通株式の期中平均株式数(株) 62,717,055 62,698,067

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１種類(新株予
約権の数154個)
普通株式154,000株

―

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

（開示の省略）

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、未適用の会計基準等、連結貸借対照表、連結損益計算書、連

結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項、リース取引、

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、税効果会計、企業結合等、資産除

去債務、賃貸等不動産、関連当事者情報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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６．個別財務諸表

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成26年３月31日)

当事業年度
(平成27年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,581,991 6,530,101

受取手形 82,359 51,291

電子記録債権 1,136,334 1,651,836

売掛金 10,676,374 9,808,493

製品 814,813 927,755

仕掛品 1,139,119 1,079,145

原材料及び貯蔵品 1,493,971 1,587,852

繰延税金資産 630,162 584,834

短期貸付金 616,280 885,431

未収入金 951,837 901,981

その他 456,360 669,046

貸倒引当金 △550 △550

流動資産合計 23,579,055 24,677,220

固定資産

有形固定資産

建物 4,097,500 3,929,212

構築物 465,828 426,987

機械及び装置 4,635,415 4,127,161

車両運搬具 170,145 147,758

工具、器具及び備品 357,545 313,023

土地 6,091,214 6,091,196

建設仮勘定 1,870,882 1,799,681

有形固定資産合計 17,688,531 16,835,021

無形固定資産

ソフトウエア 63,929 61,169

その他 66,994 120,339

無形固定資産合計 130,924 181,508

投資その他の資産

投資有価証券 4,008,097 5,246,039

関係会社株式 16,531,146 20,582,629

関係会社出資金 2,421,151 3,086,786

従業員に対する長期貸付金 38,889 37,762

関係会社長期貸付金 5,063,732 4,525,598

長期前払費用 504 146

前払年金費用 509,825 1,217,209

その他 104,522 104,935

投資損失引当金 △1,554,621 △1,539,133

貸倒引当金 △146 △1,050

投資その他の資産合計 27,123,101 33,260,924

固定資産合計 44,942,557 50,277,455

資産合計 68,521,613 74,954,675

決算短信 （宝印刷）  2015年04月24日 14時52分 22ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



中央発條株式会社(5992) 平成27年３月期 決算短信

－ 21 －

(単位：千円)

前事業年度
(平成26年３月31日)

当事業年度
(平成27年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 79,458 118,057

電子記録債務 2,569,810 2,467,793

買掛金 7,336,996 7,282,991

リース債務 107,543 113,401

未払金 493,952 512,910

未払費用 845,556 847,669

未払法人税等 331,262 41,899

預り金 140,606 141,108

賞与引当金 1,182,000 1,197,000

役員賞与引当金 46,750 49,175

製品保証引当金 844,687 92,902

設備関係支払手形 122,438 212,841

その他 162,990 344,675

流動負債合計 14,264,054 13,422,426

固定負債

長期借入金 5,000,000 5,000,000

リース債務 224,675 164,998

繰延税金負債 3,518,254 5,355,852

退職給付引当金 1,061,322 1,713,615

役員退職慰労引当金 143,360 161,740

資産除去債務 59,074 60,424

長期未払金 265,704 171,149

固定負債合計 10,272,391 12,627,780

負債合計 24,536,445 26,050,207

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 435,926 438,536

別途積立金 7,402,000 7,402,000

繰越利益剰余金 3,890,168 4,483,796

利益剰余金合計 14,437,397 15,033,634

自己株式 △549,122 △556,154

株主資本合計 35,854,407 36,443,612

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 8,125,524 12,460,855

評価・換算差額等合計 8,125,524 12,460,855

新株予約権 5,236 －

純資産合計 43,985,167 48,904,467

負債純資産合計 68,521,613 74,954,675
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

売上高 54,796,063 52,306,525

売上原価 49,790,184 48,267,564

売上総利益 5,005,878 4,038,960

販売費及び一般管理費 4,908,542 4,679,707

営業利益又は営業損失（△） 97,336 △640,746

営業外収益

受取利息 60,404 57,911

受取配当金 527,124 806,671

為替差益 674,917 897,296

その他 346,973 249,858

営業外収益合計 1,609,418 2,011,737

営業外費用

支払利息 44,214 23,569

固定資産除売却損 26,459 138,039

賃貸設備減価償却費 63,576 53,769

投資損失引当金繰入額 638,310 －

その他 5,886 24,955

営業外費用合計 778,447 240,333

経常利益 928,306 1,130,657

特別利益

関係会社清算益 － 277,653

新株予約権戻入益 10,755 5,236

その他 － 2,968

特別利益合計 10,755 285,858

特別損失

減損損失 12,830 －

製品保証引当金繰入額 820,000 129,051

その他 4,100 1,496

特別損失合計 836,930 130,548

税引前当期純利益 102,131 1,285,968

法人税、住民税及び事業税 369,847 △125,408

法人税等調整額 △121,307 408,478

法人税等合計 248,539 283,069

当期純利益又は当期純損失（△） △146,407 1,002,898
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金

当期首残高 10,837,208 11,128,923 11,128,923 2,709,302

会計方針の変更による

累積的影響額
会計方針の変更を反映し

た当期首残高
10,837,208 11,128,923 11,128,923 2,709,302

当期変動額

剰余金の配当

当期純損失（△）

圧縮記帳積立金の積立

圧縮記帳積立金の取崩

自己株式の取得

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 10,837,208 11,128,923 11,128,923 2,709,302

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

圧縮記帳積立金 別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 454,370 7,402,000 4,519,903 15,085,575 △544,260 36,507,446

会計方針の変更による

累積的影響額
－ －

会計方針の変更を反映し

た当期首残高
454,370 7,402,000 4,519,903 15,085,575 △544,260 36,507,446

当期変動額

剰余金の配当 △501,769 △501,769 △501,769

当期純損失（△） △146,407 △146,407 △146,407

圧縮記帳積立金の積立 692 △692 － －

圧縮記帳積立金の取崩 △19,135 19,135 － －

自己株式の取得 △4,861 △4,861

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 △18,443 － △629,734 △648,177 △4,861 △653,039

当期末残高 435,926 7,402,000 3,890,168 14,437,397 △549,122 35,854,407
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評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 6,872,580 6,872,580 15,991 43,396,018

会計方針の変更による

累積的影響額
－

会計方針の変更を反映し

た当期首残高
6,872,580 6,872,580 15,991 43,396,018

当期変動額

剰余金の配当 △501,769

当期純損失（△） △146,407

圧縮記帳積立金の積立 －

圧縮記帳積立金の取崩 －

自己株式の取得 △4,861

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
1,252,943 1,252,943 △10,755 1,242,188

当期変動額合計 1,252,943 1,252,943 △10,755 589,149

当期末残高 8,125,524 8,125,524 5,236 43,985,167
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当事業年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金

当期首残高 10,837,208 11,128,923 11,128,923 2,709,302

会計方針の変更による

累積的影響額
会計方針の変更を反映し

た当期首残高
10,837,208 11,128,923 11,128,923 2,709,302

当期変動額

剰余金の配当

当期純利益

圧縮記帳積立金の積立

圧縮記帳積立金の取崩

自己株式の取得

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 10,837,208 11,128,923 11,128,923 2,709,302

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

圧縮記帳積立金 別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 435,926 7,402,000 3,890,168 14,437,397 △549,122 35,854,407

会計方針の変更による

累積的影響額
94,959 94,959 94,959

会計方針の変更を反映し

た当期首残高
435,926 7,402,000 3,985,128 14,532,357 △549,122 35,949,366

当期変動額

剰余金の配当 △501,620 △501,620 △501,620

当期純利益 1,002,898 1,002,898 1,002,898

圧縮記帳積立金の積立 20,879 △20,879 － －

圧縮記帳積立金の取崩 △18,269 18,269 － －

自己株式の取得 △7,032 △7,032

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 2,609 － 498,667 501,277 △7,032 494,245

当期末残高 438,536 7,402,000 4,483,796 15,033,634 △556,154 36,443,612
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評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 8,125,524 8,125,524 5,236 43,985,167

会計方針の変更による

累積的影響額
94,959

会計方針の変更を反映し

た当期首残高
8,125,524 8,125,524 5,236 44,080,126

当期変動額

剰余金の配当 △501,620

当期純利益 1,002,898

圧縮記帳積立金の積立 －

圧縮記帳積立金の取崩 －

自己株式の取得 △7,032

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
4,335,331 4,335,331 △5,236 4,330,095

当期変動額合計 4,335,331 4,335,331 △5,236 4,824,340

当期末残高 12,460,855 12,460,855 － 48,904,467
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７．その他

役員の異動

平成27年6月12日付の予定

1 　代表取締役の異動

代表取締役の退任予定者

２ 　取締役の異動

昇任予定取締役

３ 　執行役員の異動

(１)　昇任予定執行役員

(２)　新任執行役員候補

４ 　監査役の異動

(１）新任監査役候補

(２）監査役の退任予定者

　当社非常勤顧問に就任予定

氏　名 現役職

竹内
ﾀ ｹ ｳ ﾁ

　傑
ｽｸﾞﾙ

常勤監査役

氏　名 新役職 現役職

山口
ヤマグチ

　孝之
タカユキ

常勤監査役 (株)岐阜中発　代表取締役社長

山田
ヤ マ ダ

　敏治
トシハル

執行役員
(株)東郷ｹｰﾌﾞﾙ  代表取締役社長
兼(株)藤岡中発 代表取締役社長

稲垣
イナガキ

　昭弘
アキヒロ

執行役員 参与（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ調達部 部長)

土生
ハ ブ

　武文
タケフミ

　常務執行役員
当社執行役員

(株)ｴﾌ.ｲ-.ｼ-ﾁｪ-ﾝ 常務取締役

氏　名 新役職 現役職

桑山
クワヤマ

　清明
キヨアキ 取締役

専務執行役員
取締役

常務執行役員

氏　名 新役職 現役職

髙
ﾀ ｶ

橋
ﾊ ｼ

　德
ﾄ ｸ

行
ﾕ ｷ 代表取締役社長

社長執行役員
　当社非常勤顧問に就任予定

氏　名 新役職 現役職

髙
ﾀ ｶ

江
ｴ

 　曉
ｻﾄｼ 代表取締役社長

社長執行役員
顧　問

氏　名 現役職

氏　名 新役職 現役職
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平成２７年３月期（平成２６.４.１ ～ 平成２７.３.３１）                 平成２７年４月２７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２７年３月期 ８５，５３３  １，２２４ ２，３９２   １，６１９ 

（ 対 前 期 増 減 率 ）   （０．７%）   (△３１．５%)      (△４．０%)      (９９．８%) 

〔 売 上 高 比 率 〕 〔１００．０%〕   〔１．４%〕    〔２．８%〕 〔１．９%〕

＜ 連 単 倍 率 ＞  ＜１．６４＞  ＜       ＞     ＜２．１２＞   ＜１．６１＞ 

平成２６年３月期 ８４，９０５  １，７８７ ２，４９１       ８１０ 

平成２５年３月期 ８２，０５０  １，２０４ ２，５０４   １，２８８ 

平成２４年３月期 ７６，６９３  １，２０２ １，５８４       ７１７ 

平成２３年３月期 ７６，４１６ ２，０８７ ２，０４４    １，７６３ 

 

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

増 益 要 因 減 益 要 因 

直材費改善 

労務費・人件費の減 

修繕費の減 

その他経費の減 他 

７７０

 １６０

８０

９８

売上構成変化に伴う付加価値の減 

売価変動 

為替変動 

９００

４２０

３５０

計 １，１０８ 計 １，６７０

営業利益        ５６２百万円 減益

為替差損益 

助成金収入の増 

受取配当金の増 

３０６

２１２

１１０

固定資産除売却損の増 

その他営業外費用の増 他 

 

１２０

４４

計 １，７３６ 計 １，８３４

                                                経常利益           ９８百万円 減益

製品保証引当金の繰入差額 

法人税等の減 

段階取得に係る差益 

その他 

６９０

５７５

１１８

１６３

法人税等調整額の増 

関係会社清算損 

４１２

２２８

計 ３，２８２ 計 ２，４７４

 当期純利益         ８０８百万円 増益 

（３）配当状況                                              

 １株当たり年間配当金 

平成２７年３月期 ８円００銭 

平成２６年３月期 ８円００銭 

 

連  結  情  報 

中 央 発 條 株 式 会 社 
    コード番号５９９２ 
     東証・名証第１部 
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（４）連結財政状態                                            (百万円) 

 総資産 純資産 自己資本比率％ 

平成２７年３月期 ９７，２４８ ５９，５４８ ５７．５ 

平成２６年３月期 ８５，５９６ ５０，１２９ ５４．９ 

増     減 １１，６５２ ９，４１８ ２．６ポイント

（５）連結の範囲 

       連結子会社   ２２社（海外１１社、国内１１社） 

    ※ 平成26年７月に持分法適用の関連会社であった天津隆星弾簧有限公司（中国）の出資持分を追

加取得して子会社化したため、連結の範囲に含めております。 

また、平成26年12月にCENTRAL SPRING,INC.（米国）は清算が結了したため、連結の範囲から

除外しております。 

（６）当期の製品別売上高実績 … 平成２７年３月期                      （百万円） 

製  品  別 ２７年３月期 ２６年３月期 増減 率 

シ  ャ  シ  ば  ね

精   密   ば   ね

ケ ー ブ ル

そ      の      他

  ２７，８７７ 

  １９，９２０ 

  ２２，８２０ 

  １４，９１５ 

  ２６，８９６ 

  １９，４３３ 

  ２３，０２５ 

  １５，５５０ 

９８０ 

     ４８７ 

△２０４ 

△６３４ 

  ３．６％

  ２．５ 

△０．９ 

△４．１ 

合    計   ８５，５３３   ８４，９０５ ６２８   ０．７ 

 

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

 

   

前 期 実 績 

(平成２６年３月期) 

当 期 実 績 

(平成２７年３月期) 

設 備 投 資 額 ３，４５７ ３，１６２ 

減 価 償 却 費 ３，２９６ ３，４２０ 
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平成２７年３月期（平成２６.４.１ ～ 平成２７.３.３１）                平成２７年４月２７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２７年３月期    ５２，３０６      △６４０      １，１３０      １，００２ 

（対前期増減率） （△４．５%）       （ ― ） (２１．８%) （ ― ）

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

平成２６年３月期    ５４，７９６       ９７     ９２８       △１４６

平成２５年３月期    ５６，２０７       ４５３       １，６１２           ８９９

平成２４年３月期    ５４，６２６         ５６８    ４３４    ２０

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

 

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

増 益 要 因 減 益 要 因 

労務費・人件費の減 

直材費改善 

経費の減 他 

１８０

１３０

３２２

量の減による付加価値の減 

売価変動 

為替変動 

８６０

２６０

２５０

計 ６３２ 計 １，３７０

営業利益       ７３８ 百万円 減益

投資損失引当金の計上差額 

受取配当金の増 

為替差損益 

その他営業外収益の増 他 

６５３

２７９

２２２

２６

貸倒引当金戻入益の減 

固定資産除売却損の増 

１２９

１１１

計 １，８１２ 計 １，６１０

経常利益         ２０２ 百万円 増益 

製品保証引当金の繰入差額 

法人税等の減 

関係会社清算益 

その他 

６９０

４９５

２７７

１４

法人税等調整額の増 

 

５２９

計  ３，２８８ 計 ２，１３９

当期純利益     １，１４９ 百万円 増益 

（３）財政状態                                              (百万円) 

 総資産 純資産 自己資本比率％ 

平成２７年３月期 ７４，９５４ ４８，９０４ ６５．２ 

平成２６年３月期 ６８，５２１ ４３，９８５ ６４．２ 

増     減 ６，４３３ ４，９１９ １．０ポイント
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（４）当期の製品別売上高実績 … 平成２７年３月期                     （百万円） 

製  品  別 ２７年３月期 ２６年３月期 増減 率 

シ  ャ  シ  ば  ね

精   密   ば   ね

ケ ー ブ ル

そ      の      他

  ２１，１９６ 

  １４，６２０ 

    ９，５４９ 

   ６，９３９ 

  ２１，６９９ 

  １５，０２１ 

  １０，３８８ 

   ７，６８６ 

△５０２ 

  △４０１ 

 △８３８ 

   △７４７ 

 △２．３％

 △２．７ 

△８．１ 

△９．７ 

合    計   ５２，３０６   ５４，７９６ △２，４８９  △４．５ 

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

 

   

前 期 実 績 

(平成２６年３月期) 

当 期 実 績 

(平成２７年３月期) 

設 備 投 資 額       １，４９１       １，２４２ 

減 価 償 却 費       １，９７６       １，８９５ 

 


