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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

21年3月期第3四半期 8,704 ― 785 ― 749 ― 411 ―

20年3月期第3四半期 8,000 7.8 603 △9.9 556 △11.4 586 70.7

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

21年3月期第3四半期 28.98 ―

20年3月期第3四半期 41.25 ―

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

21年3月期第3四半期 10,562 4,843 45.9 340.83
20年3月期 9,904 4,562 46.1 320.90

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  4,843百万円 20年3月期  4,562百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
21年3月期 ― 3.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 3.00 6.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

通期 11,100 3.2 780 2.2 730 4.7 410 △37.6 28.84

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(2) 四半期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（四半期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もの） 

（注）詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期 14,280,000株 20年3月期 14,280,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 67,725株 20年3月期 61,653株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期 14,215,443株 20年3月期第3四半期 14,224,982株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年10月31日に公表しました業績予想は修正しておりません。 
２．本資料に記載されている業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる可能性
があります。上記予想に関する事項につきましては、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
３．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
なお、第２四半期会計期間より、「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20年８月７日内閣府令第50号）附則第６条
第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。  



 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローンに端を発する世界経済の減速感が強ま

り、米国大手投資銀行の破綻を機に金融市場が大混乱に陥り、その影響で実体経済が一段と減速し世界同時不況の様

相となりました。さらに円高や株安が急速に進んだことから、輸出減少等に伴う企業業績の悪化を背景に設備投資に

対する抑制姿勢を一層強め、また雇用不安は社会問題に発展し個人消費も伸び悩み景気後退が加速しました。 

 当社の需要先では、歯車装置部門につきましては、バルブ・コントロールの主要な需要先である電力向けの設備投

資が減少しましたが、海外及び石油関連向けが活発であったため受注が上向きました。ジャッキ等は、円高の影響に

より企業の設備投資にブレーキがかかり、受注は減少いたしました。歯車部門につきましては、第３四半期会計期間

において建設車両用をはじめ全体的に歯車の受注は減少傾向になりましたが、第２四半期累計期間までの自動車用及

び建設車両用が旺盛だったため受注は増加いたしました。また、工事部門につきましては、電力向けの定期点検、オ

ーバーホールが引き続き好調に推移したため、受注は増加いたしました。 

 このような状況のもとで、当社は懸命に営業努力を重ねてまいりました結果、当第３四半期累計期間の受注高は90

億47百万円（前年同期比10.3％増）、売上高は87億４百万円（前年同期比8.8％増）となりました。一方、当第３四

半期末の受注残高は39億96百万円（前事業年度末比9.4％増）となりました。  

 これを部門別にみますと、バルブ・コントロールの受注高は、原子力・火力発電所及び船舶向けが減少したもの

の、輸出、石油関連向け及び補修用部品等の単体受注が好調に推移したため、前年同期比12.2％増加いたしました。

売上高は、修理及び補修用部品等の単体が減少したものの、輸出、公共事業、船舶、石油関連向けが好調に推移した

ため、前年同期比12.5％増加いたしました。ジャッキは、産業用機械関連業界の落ち込みの影響もあり、受注高は前

年同期比15.0％減少いたしましたが、売上高は2.0％増加いたしました。その他の増減速機は、受注高は、ミキサ

ー、補修用部品等の単体が大幅に増加したことにより、前年同期比19.5％増加いたしました。しかしながら売上高

は、特機が増加しましたが、ファンドライブや修理の減少を補いきれず、前年同期比14.6％減少いたしました。この

結果、歯車装置部門全体では受注高は前年同期比8.3%増加し、売上高は前年同期比4.9％増加いたしました。 

 歯車部門につきましては、受注高はその他産業機械用が減少したものの自動車用及び建設車両用が大幅に増加した

ため、前年同期比9.7％増加いたしました。売上高は、鉄道・船舶用が減少したものの自動車用、建設車両用及びそ

の他産業機械用が増加したため、前年同期比12.3％増加いたしました。 

 工事部門につきましては、受注高、売上高とも原子力・火力発電所及び石油関連向けが増加したため、受注高は前

年同期比15.3％、売上高は前年同期比14.5％それぞれ増加いたしました。 

 損益面につきましては、原材料等の高騰の影響が残る中、バルブ・コントロール、工事の売上高が好調に推移した

ため、営業利益は７億85百万円（前年同期比30.2％増）、経常利益は７億49百万円（前年同期比34.7％増）、四半期

純利益は４億11百万円（前年同期比29.8％減）となりました。 

 なお、前年同期比は参考として記載しております。 

  

(1)財政状態の変動状況 

 当第３四半期末における財政状況につきましては、流動資産は前事業年度末に比べ６億65百万円増加し69億44百万

円となりました。これは主に現金及び預金が１億44百万円、売上債権が２億18百万円、たな卸資産が２億89百万円増

加したことによるものであります。 

 固定資産は前事業年度末に比べ８百万円減少し36億17百万円となりました。これは主に有形固定資産が42百万円、

無形固定資産が19百万円、繰延税金資産が34百万円増加しましたが、投資有価証券が１億４百万円減少したことによ

るものであります。 

 流動負債は前事業年度末比べ２億32百万円増加し39億83百万円となりました。これは主に１年内返済予定の長期借

入金が１億29百万円、賞与引当金が１億58百万円減少しましたが、仕入債務が１億98百万円、短期借入金が２億20百

万円、未払法人税等が37百万円、預り金が63百万円増加したことによるものであります。 

 固定負債は前事業年度末に比べ１億43百万円増加し17億34百万円となりました。これは主に長期借入金が71百万

円、リース債務が86百万円増加したことによるものであります。 

 純資産は前事業年度末に比べ２億81百万円増加し48億43百万円となりました。これは主にその他有価証券評価差額

金が50百万円減少しましたが、利益剰余金が３億33百万円増加したものであります。 

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

２．財政状態に関する定性的情報 



 (2)キャッシュ・フローの状況  

 当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、９億42百万円となり前事業

年度末に比べ１億44百万円の増加となりました。当第３四半期累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）  

 営業活動により得られた資金は、３億58百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益７億17百万円、減

価償却費２億93百万円、仕入債務の増加１億98百万円等の収入に対し、たな卸資産の増加３億48百万円、法人税等の

支払い２億68百万円、賞与引当金の減少１億58百万円、売上債権の増加１億41百万円等の支出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）  

 投資活動により支出した資金は、３億５百万円となりました。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）   

 財務活動により得られた資金は、91百万円となりました。これは主に、長期借入金の調達による収入が５億円、短

期借入金の純増額２億20百万円に対し、長期借入金の返済による支出５億57百万円、配当金の支払による支出64百万

円によるものであります。 

  

 当第３四半期累計期間の業績は計画を上回りました。第４四半期は、世界的な金融危機が我が国経済にも影響し、

大幅な景気後退が予想され、当社の歯車部門も自動車業界の急激な落ち込みにより受注高、売上高共に低水準で推移

することが予想されますが、収益力の柱である工事部門、主力製品であるバルブ・コントロールは計画をわずかなが

ら上回る予定で、歯車部門の落ち込みをカバー出来ると見込んでおります。 

 以上のことから、通期につきましては平成20年10月31日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりませ

ん。 

  

①簡便な会計処理  

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異の発生状況

に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績やタックス・プランニングを

利用する方法によっております。 

  

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業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。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

  

３．業績予想に関する定性的情報 

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（２）四半期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 

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。 

 なお、第２四半期会計期間より、「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20年８月７日内閣府令第50号）附則第６条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期財務

諸表等規則に基づいて作成しております。 



②リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第１四

半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有

権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 これによる当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微でありま

す。 

 なお、平成20年３月31日以前に取引を開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

  

（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

 当社の機械装置の耐用年数については、第２四半期会計期間より、法人税法の改正を契機として見直しを行

い、一部の資産について法人税法に基づく耐用年数に変更を行っております。これにより、当第３四半期累計期

間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ10百万円減少しております。 

 なお、減価償却システムの変更に時間を要したため、第１四半期会計期間における減価償却の方法は改正前の

法人税法に基づいており、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ２百万円多く計上されてお

ります。  

  



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 942,146 797,938

受取手形及び売掛金 3,143,503 2,925,437

商品及び製品 179,447 121,231

仕掛品 646,801 567,140

原材料及び貯蔵品 1,728,904 1,577,001

その他 304,170 290,743

貸倒引当金 △500 △1,000

流動資産合計 6,944,474 6,278,493

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,258,597 1,258,597

その他（純額） 1,526,346 1,483,845

有形固定資産合計 2,784,944 2,742,443

無形固定資産 124,519 104,762

投資その他の資産   

投資有価証券 384,186 488,937

その他 329,112 295,392

貸倒引当金 △5,200 △5,200

投資その他の資産合計 708,098 779,130

固定資産合計 3,617,562 3,626,337

資産合計 10,562,037 9,904,830

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,199,281 2,000,903

短期借入金 300,000 80,000

1年内返済予定の長期借入金 593,500 722,500

未払法人税等 173,812 136,674

賞与引当金 207,007 365,057

その他 509,800 445,690

流動負債合計 3,983,401 3,750,825

固定負債   

長期借入金 1,178,000 1,106,500

退職給付引当金 422,368 450,919

役員退職慰労引当金 28,792 28,927

環境対策引当金 14,532 －

その他 91,016 5,000

固定負債合計 1,734,709 1,591,347

負債合計 5,718,111 5,342,172



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,388,800 1,388,800

資本剰余金 848,348 848,348

利益剰余金 2,553,547 2,219,763

自己株式 △21,923 △20,103

株主資本合計 4,768,773 4,436,808

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 75,153 125,848

評価・換算差額等合計 75,153 125,848

純資産合計 4,843,926 4,562,657

負債純資産合計 10,562,037 9,904,830



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 8,704,389

売上原価 6,211,977

売上総利益 2,492,412

販売費及び一般管理費 1,706,549

営業利益 785,862

営業外収益  

受取利息 361

受取配当金 10,004

その他 9,538

営業外収益合計 19,903

営業外費用  

支払利息 40,827

手形売却損 11,517

その他 4,074

営業外費用合計 56,419

経常利益 749,347

特別利益  

固定資産売却益 6,094

貸倒引当金戻入額 500

特別利益合計 6,594

特別損失  

固定資産売却損 304

固定資産除却損 477

減損損失 1,447

投資有価証券評価損 21,708

環境対策引当金繰入額 14,532

特別損失合計 38,470

税引前四半期純利益 717,472

法人税等 305,499

四半期純利益 411,972



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 717,472

減価償却費 293,547

減損損失 1,447

貸倒引当金の増減額（△は減少） △500

受取利息及び受取配当金 △10,365

支払利息 40,827

たな卸資産評価損 59,136

投資有価証券評価損益（△は益） 21,708

有形固定資産売却損益（△は益） △5,789

賞与引当金の増減額（△は減少） △158,050

退職給付引当金の増減額（△は減少） △28,550

売上債権の増減額（△は増加） △141,627

たな卸資産の増減額（△は増加） △348,917

仕入債務の増減額（△は減少） 198,378

割引手形の増減額（△は減少） △65,277

その他 82,369

小計 655,808

利息及び配当金の受取額 10,365

利息の支払額 △39,273

法人税等の支払額 △268,361

営業活動によるキャッシュ・フロー 358,538

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △286,261

有形固定資産の売却による収入 15,750

無形固定資産の取得による支出 △33,385

投資有価証券の取得による支出 △2,360

その他 494

投資活動によるキャッシュ・フロー △305,763

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） 220,000

長期借入れによる収入 500,000

長期借入金の返済による支出 △557,500

リース債務の返済による支出 △4,751

自己株式の取得による支出 △1,819

配当金の支払額 △64,333

財務活動によるキャッシュ・フロー 91,594

現金及び現金同等物に係る換算差額 △162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 144,207

現金及び現金同等物の期首残高 797,938

現金及び現金同等物の四半期末残高 942,146



 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

 なお、第２四半期会計期間より、「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20年８月７日内閣府令第50号）附則第６条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期財務諸表等規

則に基づいて作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）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。 

  



「参考資料」 

前年同四半期にかかる財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  8,000,181

Ⅱ 売上原価  5,743,237

売上総利益  2,256,944

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,653,225

営業利益  603,718

Ⅳ 営業外収益  17,848

Ⅴ 営業外費用  65,338

経常利益  556,229

Ⅵ 特別利益  900

Ⅶ 特別損失  13,536

税引前四半期純利益  543,592

法人税、住民税及び事業税  121,838

法人税等調整額 △165,042

四半期純利益  586,796



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前四半期純利益   543,592

減価償却費       248,242

貸倒引当金減少額      △500

賞与引当金の減少額  △154,568

退職給付引当金の減少額  △88,032

受取利息及び受取配当金  △9,486

支払利息   44,543

為替差損   34

売上債権の増加額  △183,912

たな卸資産の増加額 △222,112

仕入債務の減少額  △113,668

割引手形の増加額  324,225

その他   74,608

小計  462,967

利息及び配当金の受取額   9,486

利息の支払額  △45,713

法人税等の支払額  △426,010

営業活動によるキャッシュ・フロー  730

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

有形固定資産の取得による支出  △310,811

その他  28,650

投資活動によるキャッシュ・フロー △282,160

Ⅲ 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   200,000

長期借入れによる収入   600,000

長期借入金の返済による支出 △608,000

配当金の支払額  △74,900

自己株式の取得による支出 △10,380

財務活動によるキャッシュ・フロー  106,718

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △34

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △174,747

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  807,926

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  633,179



(1) 生産実績 

  当第３四半期累計期間の生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．工事部門については、事業の性格上生産実績は算出しておりません。 

  

(2) 受注状況 

当第３四半期累計期間の受注状況を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は受注価格で示してあります。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

６．生産、受注及び販売の状況 

事業部門別の名称

当第３四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

金額（千円） 構成比率（％） 前年同期比（％）

歯車装置部門 

アクチュエータ 

 

 3,817,267

 

 59.2

 

 12.8

その他の増減速機  803,597  12.5  △12.9

合計  4,620,864  71.7  7.3

歯車部門 

自動車用歯車 

 

 827,573

 

 12.8

 

 20.9

特殊車両用歯車  346,782  5.4  36.0

その他歯車  649,711  10.1  △3.2

合計  1,824,066  28.3  13.3

工事部門   －  －  －

総計  6,444,930  100.0  8.9

事業部門別の名称

当第３四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

金額（千円） 構成比率（％） 前年同期比（％）

歯車装置部門 

アクチュエータ 

 

 3,913,289

 

 43.3

 

 6.0

その他の増減速機  893,068  9.9  19.5

合計  4,806,357  53.2  8.3

歯車部門 

自動車用歯車 

 

 832,760

 

 9.2

 

 18.4

特殊車両用歯車  343,072  3.8  21.4

その他歯車  691,367  7.6  △3.4

合計  1,867,199  20.6  9.7

工事部門    2,373,453  26.2  15.3

総計  9,047,009  100.0  10.3



(3) 販売実績 

当第３四半期累計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業部門別の名称

当第３四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

金額（千円） 構成比率（％） 前年同期比（％）

歯車装置部門 

アクチュエータ 

 

 3,793,424

 

 43.6

 

 10.1

その他の増減速機  785,762  9.0  △14.6

合計  4,579,186  52.6  4.9

歯車部門 

自動車用歯車 

 

 835,746

 

 9.6

 

 20.8

特殊車両用歯車  358,761  4.1  30.3

その他歯車  651,601  7.5  △3.7

合計  1,846,108  21.2  12.3

工事部門     2,279,097  26.2  14.5

総計  8,704,389  100.0  8.8
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