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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の景気は、家計における節約志向の強まりや夏場の天候不順により個

人消費が弱含んだものの、堅調な企業収益を背景とした設備投資や雇用・所得の改善が功を奏して底堅く推移しま

した。また、海外は、中国など新興国がスローダウンした一方、米国の好調をはじめとして先進国が緩やかに回復

したことから全体的には回復基調を維持しました。しかし、米国の金融政策、中国経済の減速の影響で先行きは予

断を許さない状況となっています。当社グループの主要な取引先である自動車業界では、昨年４月の消費税増税に

よる駆け込み需要の反動減が長引いていることに加え、本年４月の軽自動車税増税などの影響を受けて、国内需要

は盛り上がりを欠いています。こうしたなかで、自動車各社は為替変動の影響を受けないために海外各地での世界

生産体制を進めており国内生産は不透明な状況が続いています。

こうしたなか、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は前年同四半期比0.6％増の6,125,788千円となりまし

た。また、利益面につきましては、営業利益は、542,765千円（前年同四半期比5.0％増）となりました。経常利益

は、717,493千円（前年同四半期比17.7％増）、四半期純利益は、457,168千円（前年同四半期比29.9％増）となり

ました。

 

（２）財政状態に関する説明

（資産、負債及び純資産の状況）

①資産

当第２四半期連結会計期間末の総資産の残高は、前連結会計年度末と比べ391,594千円減少し、17,278,308千円

となりました。

流動資産は、前連結会計年度末と比べ378,680千円減少し、9,283,296千円となりました。これは主に、現金及び

預金が136,110千円減少したことや受取手形及び売掛金が388,447千円減少したことなどによります。

固定資産は、前連結会計年度末と比べ、12,913千円減少し、7,995,012千円となりました。これは主に、投資有

価証券が200,167千円減少したことや関係会社出資金が247,527千円増加したことなどによります。

②負債

当第２四半期連結会計期間末の総負債の残高は、前連結会計年度末と比べ753,410千円減少し、4,677,454千円と

なりました。

流動負債は、前連結会計年度末と比べ331,151千円減少し、3,407,688千円となりました。これは主に、未払法人

税等が232,249千円減少したことなどによります。

固定負債は、前連結会計年度末と比べ422,259千円減少し、1,269,766千円となりました。これは主に、長期借入

金が203,000千円減少したことや退職給付に係る負債が131,027千円減少したことなどによります。

③純資産

当第２四半期連結会計期間末の純資産の残高は、前連結会計年度末と比べ361,816千円増加し12,600,854千円と

なりました。これは主に、利益剰余金が485,271千円増加したことやその他有価証券評価差額金が108,924千円減少

したことなどによります。

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年２月の連結業績予想につきましては、平成27年４月10日付の平成27年２月期決算短信で発表いたしまし

た第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想から変更はありません。
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(退職給付に関する会計基準等の適用)

「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27年３月26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

定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、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、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の

期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法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ております。

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、当第２四半

期連結累計期間の期首において、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、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が102,792千円減少し、利益剰余金が66,414

千円増加しております。また、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に

与える影響は軽微であります。
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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：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年２月28日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成27年８月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 4,400,632 4,264,522 

受取手形及び売掛金 3,634,766 3,246,319 

電子記録債権 220,750 260,006 

商品及び製品 461,293 510,175 

仕掛品 199,435 201,019 

原材料及び貯蔵品 513,035 563,251 

その他 234,275 240,183 

貸倒引当金 △2,210 △2,180 

流動資産合計 9,661,976 9,283,296 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 3,960,417 4,018,078 

減価償却累計額 △2,411,192 △2,462,735 

建物及び構築物（純額） 1,549,225 1,555,343 

機械装置及び運搬具 7,247,315 7,329,910 

減価償却累計額 △6,421,492 △6,532,152 

機械装置及び運搬具（純額） 825,823 797,758 

土地 1,720,701 1,720,764 

建設仮勘定 88,011 72,242 

その他 704,383 713,043 

減価償却累計額 △674,077 △682,252 

その他（純額） 30,305 30,791 

有形固定資産合計 4,214,065 4,176,897 

無形固定資産    

その他 97,430 82,459 

無形固定資産合計 97,430 82,459 

投資その他の資産    

投資有価証券 3,280,756 3,080,589 

関係会社出資金 334,105 581,631 

その他 87,010 78,875 

貸倒引当金 △5,439 △5,439 

投資その他の資産合計 3,696,431 3,735,656 

固定資産合計 8,007,926 7,995,012 

資産合計 17,669,902 17,278,308 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年２月28日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成27年８月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 1,977,586 2,020,697 

短期借入金 247,655 246,185 

1年内返済予定の長期借入金 452,000 406,000 

未払法人税等 423,618 191,370 

賞与引当金 131,092 135,196 

役員賞与引当金 33,600 18,000 

その他 473,287 390,240 

流動負債合計 3,738,839 3,407,688 

固定負債    

長期借入金 913,000 710,000 

退職給付に係る負債 296,585 165,558 

その他 482,440 394,208 

固定負債合計 1,692,025 1,269,766 

負債合計 5,430,864 4,677,454 

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 9,496,765 9,982,037 

自己株式 △27,269 △27,751 

株主資本合計 11,255,331 11,740,120 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 788,765 679,841 

為替換算調整勘定 58,216 35,290 

退職給付に係る調整累計額 △54,772 △47,741 

その他の包括利益累計額合計 792,209 667,389 

少数株主持分 191,498 193,345 

純資産合計 12,239,038 12,600,854 

負債純資産合計 17,669,902 17,278,308 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第２四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年３月１日 

 至 平成26年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年３月１日 
 至 平成27年８月31日) 

売上高 6,086,543 6,125,788 

売上原価 5,018,635 5,011,633 

売上総利益 1,067,908 1,114,155 

販売費及び一般管理費 551,052 571,389 

営業利益 516,856 542,765 

営業外収益    

受取利息 1,721 1,056 

受取配当金 28,795 32,963 

持分法による投資利益 10,613 84,559 

為替差益 8,364 18,835 

受取ロイヤリティー 21,305 22,146 

スクラップ売却益 21,571 15,214 

その他 11,199 8,329 

営業外収益合計 103,568 183,103 

営業外費用    

支払利息 10,042 8,295 

その他 823 80 

営業外費用合計 10,865 8,375 

経常利益 609,559 717,493 

特別利益    

固定資産売却益 75 904 

特別利益合計 75 904 

特別損失    

固定資産処分損 3,492 765 

特別損失合計 3,492 765 

税金等調整前四半期純利益 606,141 717,631 

法人税、住民税及び事業税 238,983 244,063 

法人税等調整額 11,883 10,557 

法人税等合計 250,866 254,619 

少数株主損益調整前四半期純利益 355,275 463,012 

少数株主利益 3,377 5,845 

四半期純利益 351,898 457,168 
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（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年３月１日 

 至 平成26年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年３月１日 
 至 平成27年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 355,275 463,012 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 130,389 △108,924 

為替換算調整勘定 △17,516 △1,753 

退職給付に係る調整額 － 7,031 

持分法適用会社に対する持分相当額 16,130 △22,722 

その他の包括利益合計 129,002 △126,369 

四半期包括利益 484,277 336,643 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 484,618 332,348 

少数株主に係る四半期包括利益 △341 4,295 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

    （単位：千円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年３月１日 

 至 平成26年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年３月１日 
 至 平成27年８月31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 606,141 717,631 

減価償却費 202,844 205,542 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 30 △30 

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,387 4,104 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,241 － 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － △13,762 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,800 △15,600 

受取利息及び受取配当金 △30,516 △34,019 

支払利息 10,042 8,295 

固定資産処分損益（△は益） 3,417 △138 

為替差損益（△は益） △12,126 △20,580 

売上債権の増減額（△は増加） △272,676 349,190 

たな卸資産の増減額（△は増加） 58,570 △100,682 

仕入債務の増減額（△は減少） △65,839 43,111 

持分法による投資損益（△は益） △10,613 △84,559 

その他 89,568 △114,145 

小計 566,671 944,357 

利息及び配当金の受取額 51,231 56,536 

利息の支払額 △10,945 △8,170 

法人税等の支払額 △150,722 △474,520 

営業活動によるキャッシュ・フロー 456,236 518,202 

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 △400,000 △705,000 

定期預金の払戻による収入 400,000 605,000 

投資有価証券の取得による支出 △9,866 △10,613 

有形固定資産の取得による支出 △35,444 △145,867 

有形固定資産の売却による収入 161 904 

資産除去債務の履行による支出 △7,469 － 

無形固定資産の取得による支出 △13,266 － 

関係会社出資金の払込による支出 － △211,327 

貸付けによる支出 △149 △45 

貸付金の回収による収入 666 501 

投資活動によるキャッシュ・フロー △65,366 △466,446 

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） △14,080 △3,860 

長期借入れによる収入 1,000,000 － 

長期借入金の返済による支出 △237,500 △249,000 

自己株式の取得による支出 △329 △482 

自己株式の処分による収入 440 － 

リース債務の返済による支出 △14,189 △14,189 

配当金の支払額 △38,314 △38,310 

少数株主への配当金の支払額 △2,027 △2,449 

財務活動によるキャッシュ・フロー 694,001 △308,290 
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    （単位：千円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年３月１日 

 至 平成26年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年３月１日 
 至 平成27年８月31日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,745 20,424 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,082,126 △236,110 

現金及び現金同等物の期首残高 2,565,136 3,745,632 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,647,262 3,509,522 
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（４）四半期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。

 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自 平成26年３月１日 至 平成26年８月31日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成27年３月１日 至 平成27年８月31日）

当社グループは、ばね製品の製造販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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４．その他

（１）決算補足説明資料

【区分別売上高】

①品目別売上高

（連結）

区分

前第２四半期連結累計期間

自 平成26年３月１日

至 平成26年８月31日

当第２四半期累計期間

自 平成27年３月１日

至 平成27年８月31日 増減金額(千円) 前期比(%)

金額(千円) 比率(％) 金額(千円) 比率(％)

各種線ばね 2,062,773 33.9 2,070,159 33.8 7,386 0.4

各種薄板ばね 1,484,757 24.4 1,532,384 25.0 47,627 3.2

パイプ成形加工品 1,926,256 31.6 1,948,673 31.8 22,417 1.2

切削加工品他 612,757 10.1 574,572 9.4 △38,185 △6.2

合計 6,086,543 100.0 6,125,788 100.0 39,245 0.6

 

②業界別売上高

（連結）

区分

前第２四半期連結累計期間

自 平成26年３月１日

至 平成26年８月31日

当第２四半期累計期間

自 平成27年３月１日

至 平成27年８月31日 増減金額(千円) 前期比(%)

金額(千円) 比率(％) 金額(千円） 比率(％)

二輪車 1,362,336 22.4 1,311,947 21.4 △50,389 △3.7

四輪車 4,119,351 67.7 4,174,202 68.1 54,851 1.3

産業用機械 406,418 6.7 365,321 6.0 △41,096 △10.1

その他 198,438 3.2 274,317 4.5 75,879 38.2

合計 6,086,543 100.0 6,125,788 100.0 39,245 0.6
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