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1. 平成30年2月期第2四半期の連結業績（平成29年3月1日～平成29年8月31日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年2月期第2四半期 6,793 9.7 655 10.1 870 49.6 593 51.0

29年2月期第2四半期 6,190 1.1 595 9.7 582 △18.9 392 △14.0

（注）包括利益 30年2月期第2四半期　　845百万円 （215.0％） 29年2月期第2四半期　　268百万円 （△20.3％）

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

30年2月期第2四半期 61.95 ―

29年2月期第2四半期 41.04 ―

(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

30年2月期第2四半期 20,088 14,996 73.3 1,537.18

29年2月期 19,301 14,211 72.2 1,455.92

（参考）自己資本 30年2月期第2四半期 14,720百万円 29年2月期 13,941百万円

2. 配当の状況

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

29年2月期 ― 5.00 ― 6.00 11.00

30年2月期 ― 5.00

30年2月期（予想） ― 6.00 11.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無　：　無

3. 平成30年 2月期の連結業績予想（平成29年 3月 1日～平成30年 2月28日）

（％表示は、対前期増減率）

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

通期 14,000 11.2 1,500 12.7 1,800 9.5 1,200 8.3 125.31

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 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 ： 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

(4) 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） 30年2月期2Q 9,621,550 株 29年2月期 9,621,550 株

② 期末自己株式数 30年2月期2Q 45,540 株 29年2月期 45,459 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年2月期2Q 9,576,045 株 29年2月期2Q 9,576,137 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　上記の予想は、現在入手可能な情報による判断および仮定に基づき作成したものであり、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の
業績はその情報の不確実性のほか、今後の経済情勢、株価・為替動向等により予想数値と異なる可能性があります。
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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（３月～８月）におけるわが国の景気は、堅調な企業業績と雇用・所得環境の改善に

よる底堅い個人消費に支えられ、緩やかながら着実に回復しました。企業の前向きな投資意欲、個人の消費者マイ

ンドの改善が緩やかな回復をけん引しています。また、海外は、米国や欧州など先進国経済が堅調に推移している

ことから全体的には回復基調を持続しました。ただし、米国大統領の通商政策・政権運営の動向や北朝鮮情勢を背

景とした国際的緊張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、新車投入、モデルチェンジ効果による消費者の購買意欲の回復によって自動車生産台数は前年を上

回っています。こうしたなかで、自動車各社は、各国通商政策を踏まえてグローバル調達を強化しており、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9.7％増の6,793,564千円となりまし

た。また、利益面につきましては、営業利益は、655,687千円（前年同四半期比10.1％増）となりました。経常利

益は、870,747千円（前年同四半期比49.6％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は、593,189千円（前年同四

半期比51.0％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786,816千円増加し、20,088,776千円

となりました。

流動資産は、前連結会計年度末と比べ353,738千円増加し、11,347,635千円となりました。これは主に、受取手

形及び売掛金が112,969千円増加したことや、現金及び預金が106,652千円増加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433,078千円増加し、8,741,141千円となりました。これは主に、投資有価

証券が351,284千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1,360千円増加し、5,092,130千円とな

りました。

流動負債は、前連結会計年度末と比べ142,976千円増加し、3,722,090千円となりました。これは主に、支払手形

及び買掛金が220,126千円増加したことや、1年内返済予定の長期借入金が102,000千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141,616千円減少し、1,370,040千円となりました。これは主に、長期借入

金が201,000千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785,456千円増加し14,996,646千円と

なりました。これは主に、利益剰余金が535,732千円増加したことや、その他有価証券評価差額金が229,590千円増

加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30年２月の連結業績予想につきましては、平成29年４月７日付の平成29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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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成29年２月28日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成29年８月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 5,488,634 5,595,286 

受取手形及び売掛金 3,423,406 3,536,375 

電子記録債権 469,041 560,823 

商品及び製品 566,497 542,598 

仕掛品 226,178 235,204 

原材料及び貯蔵品 565,034 562,203 

その他 257,327 317,076 

貸倒引当金 △2,220 △1,930 

流動資産合計 10,993,897 11,347,635 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 4,122,996 4,143,793 

減価償却累計額 △2,649,312 △2,702,285 

建物及び構築物（純額） 1,473,683 1,441,508 

機械装置及び運搬具 7,530,356 7,406,266 

減価償却累計額 △6,732,466 △6,628,820 

機械装置及び運搬具（純額） 797,890 777,446 

土地 1,725,809 1,725,660 

建設仮勘定 84,843 133,392 

その他 749,507 762,465 

減価償却累計額 △701,697 △706,208 

その他（純額） 47,810 56,257 

有形固定資産合計 4,130,036 4,134,264 

無形固定資産    

その他 46,339 37,804 

無形固定資産合計 46,339 37,804 

投資その他の資産    

投資有価証券 3,619,522 3,970,807 

関係会社出資金 440,904 531,922 

その他 76,851 71,934 

貸倒引当金 △5,589 △5,589 

投資その他の資産合計 4,131,688 4,569,074 

固定資産合計 8,308,064 8,741,141 

資産合計 19,301,960 20,088,776 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成29年２月28日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成29年８月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 1,968,347 2,188,473 

短期借入金 213,212 204,880 

1年内返済予定の長期借入金 506,000 404,000 

未払法人税等 254,121 242,772 

賞与引当金 137,641 138,312 

役員賞与引当金 36,000 19,200 

その他 463,793 524,453 

流動負債合計 3,579,114 3,722,090 

固定負債    

長期借入金 801,000 600,000 

退職給付に係る負債 136,097 111,072 

その他 574,560 658,969 

固定負債合計 1,511,657 1,370,040 

負債合計 5,090,771 5,092,130 

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 11,320,162 11,855,894 

自己株式 △28,148 △28,209 

株主資本合計 13,077,849 13,613,520 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 1,025,751 1,255,341 

為替換算調整勘定 △105,656 △99,471 

退職給付に係る調整累計額 △55,955 △49,297 

その他の包括利益累計額合計 864,140 1,106,573 

非支配株主持分 269,201 276,553 

純資産合計 14,211,190 14,996,646 

負債純資産合計 19,301,960 20,088,776 
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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28年３月１日 

 至 平成28年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成29年３月１日 
 至 平成29年８月31日) 

売上高 6,190,563 6,793,564 

売上原価 5,031,897 5,572,459 

売上総利益 1,158,666 1,221,105 

販売費及び一般管理費 563,078 565,418 

営業利益 595,588 655,687 

営業外収益    

受取利息 946 1,805 

受取配当金 29,801 44,388 

持分法による投資利益 80,762 131,508 

受取ロイヤリティー 24,326 30,307 

スクラップ売却益 11,516 20,685 

その他 7,365 7,908 

営業外収益合計 154,715 236,601 

営業外費用    

支払利息 10,524 7,106 

為替差損 156,498 14,041 

その他 1,151 394 

営業外費用合計 168,173 21,541 

経常利益 582,130 870,747 

特別利益    

固定資産処分益 912 58 

受取保険金 19,078 - 

特別利益合計 19,989 58 

特別損失    

固定資産処分損 784 1,900 

特別損失合計 784 1,900 

税金等調整前四半期純利益 601,335 868,904 

法人税、住民税及び事業税 204,957 241,515 

法人税等調整額 △705 15,885 

法人税等合計 204,252 257,400 

四半期純利益 397,083 611,504 

非支配株主に帰属する四半期純利益 4,118 18,315 

親会社株主に帰属する四半期純利益 392,965 593,189 
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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28年３月１日 

 至 平成28年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成29年３月１日 
 至 平成29年８月31日) 

四半期純利益 397,083 611,504 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 127,786 229,590 

為替換算調整勘定 △163,267 △40,319 

退職給付に係る調整額 5,456 6,578 

持分法適用会社に対する持分相当額 △98,724 37,828 

その他の包括利益合計 △128,749 233,677 

四半期包括利益 268,334 845,181 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 301,856 835,540 

非支配株主に係る四半期包括利益 △33,522 9,642 
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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28年３月１日 

 至 平成28年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成29年３月１日 
 至 平成29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 601,335 868,904 

減価償却費 189,304 188,510 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10 △290 

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,290 671 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △14,166 △15,486 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18,000 △16,800 

受取利息及び受取配当金 △30,746 △46,193 

支払利息 10,524 7,106 

固定資産処分損益（△は益） △127 1,842 

為替差損益（△は益） 149,444 18,356 

受取保険金 △19,078 - 

売上債権の増減額（△は増加） 51,150 △204,751 

たな卸資産の増減額（△は増加） 49,250 17,704 

仕入債務の増減額（△は減少） △164,357 220,126 

持分法による投資損益（△は益） △80,762 △131,508 

その他 105,438 24,356 

小計 823,908 932,550 

利息及び配当金の受取額 79,525 144,390 

利息の支払額 △10,600 △6,656 

保険金の受取額 19,078 - 

法人税等の支払額 △242,227 △240,481 

営業活動によるキャッシュ・フロー 669,684 829,803 

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 △700,000 △1,000,000 

定期預金の払戻による収入 705,000 800,000 

投資有価証券の取得による支出 △10,123 △60,121 

有形固定資産の取得による支出 △81,496 △295,041 

有形固定資産の売却による収入 1,203 15,266 

無形固定資産の取得による支出 △262 △3,750 

貸付けによる支出 △2,788 - 

貸付金の回収による収入 671 1,004 

投資活動によるキャッシュ・フロー △87,796 △542,642 

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） △11,320 △3,360 

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 △303,000 △303,000 

自己株式の取得による支出 △105 △62 

リース債務の返済による支出 △11,715 △12,975 

配当金の支払額 △67,034 △57,457 

非支配株主への配当金の支払額 △2,088 △2,207 

財務活動によるキャッシュ・フロー 604,738 △379,060 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △267,760 △1,448 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 918,866 △93,348 

現金及び現金同等物の期首残高 3,561,523 4,588,634 

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,480,388 4,495,286 
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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。

 

 

（追加情報）

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四半

期連結会計期間から適用しております。

 

（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28年３月１日 至 平成28年８月31日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成29年３月１日 至 平成29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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３．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２四半期累計期間

自 平成28年３月１日

至 平成28年８月31日

当第２四半期連結累計期間

自 平成29年３月１日

至 平成29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 1,987,111 32.1 2,141,258 31.5 154,147 7.8 

各種薄板ばね 1,607,730 26.0 1,772,485 26.1 164,755 10.2 

パイプ成形加工品 2,029,689 32.8 2,318,916 34.1 289,227 14.2 

切削加工品他 566,032 9.1 560,904 8.3 △5,127 △0.9

合計 6,190,563 100.0 6,793,564 100.0 603,001 9.7 

 

②業界別売上高

（連結）

区分

前第２四半期累計期間

自 平成28年３月１日

至 平成28年８月31日

当第２四半期連結累計期間

自 平成29年３月１日

至 平成29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 1,195,658 19.3 1,302,541 19.2 106,883 8.9

四輪車 4,388,673 70.9 4,706,216 69.3 317,543 7.2 

産業用機械 362,558 5.9 516,615 7.6 154,057 42.5

その他 243,674 3.9 268,193 3.9 24,519 10.1 

合計 6,190,563 100.0 6,793,564 100.0 603,001 9.7 
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