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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 2,952 △1.7 451 7.8 442 7.3 250 8.0
21年3月期第1四半期 3,003 ― 418 ― 412 ― 232 ―

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

22年3月期第1四半期 17.64 ―

21年3月期第1四半期 16.32 ―

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

22年3月期第1四半期 10,100 5,089 50.4 358.19
21年3月期 10,406 4,833 46.4 340.10

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  5,089百万円 21年3月期  4,833百万円

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

21年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 4.00 4.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 
累計期間

5,000 △13.7 340 △31.4 300 △37.0 200 △24.3 14.07

通期 9,500 △16.8 340 △60.8 300 △63.2 200 △53.0 14.07



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４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） 

(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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 14,280,000株 21年3月期 14,280,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 69,752株 21年3月期 68,175株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 14,211,352株 21年3月期第1四半期 14,217,927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21年５月14日に公表しました業績予想は、第２四半期累計期間、通期とも本資料において修正しております。 
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、４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。 



 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、昨年度後半から急激に悪化した景気は、世界経済が停滞局面に入る

なか、一部の業種では企業の在庫調整が進み、景気の回復の兆しが見えだしたものの、企業業績の不振により設備投

資も抑制され、雇用環境の悪化や個人消費の低迷など、依然として先行きの不透明な状態が続いております。 

 当社の需要先では、歯車装置部門につきましては、バルブ・コントロールは石油関連向けをはじめ、全体的に受注

は減少いたしました。ジャッキ等は、景気悪化の影響により企業が設備投資を抑制したため、受注は大幅に減少いた

しました。歯車部門につきましては、昨年度から続く在庫調整により自動車用歯車及び建設車両用歯車が大幅に受注

は減少いたしました。しかしながら、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１四半期会計期間の受注高は24

億13百万円（前年同期比18.0％減）、売上高は29億52百万円（前年同期比1.7％減）となりました。一方、当第１四

半期末の受注残高は30億72百万円（前事業年度末比14.9％減）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、輸出関連向けは増加しましたが、石油関連向け、公

共事業関連の上下水道向け、原子力・火力発電所向け及び船舶向けが減少したため、前年同期比7.6％減少いたしま

した。売上高は、火力発電所向け及び船舶向けが減少したものの、輸出関連向け、補修用部品等及び石油関連向けが

好調に推移したため、前年同期比12.3％増加いたしました。ジャッキは、企業の業績悪化の影響を受け、受注高は前

年同期比46.5％、売上高は前年同期比38.3％それぞれ大幅な減少となりました。その他の増減速機の受注高は、補修

用部品等が増加いたしましたが、ミキサーが大幅な減少となり、前年同期比30.4％減少いたしました。しかしなが

ら、売上高は、補修用部品等が大幅に増加し、前年同期比27.8％増加いたしました。この結果、歯車装置部門全体で

は受注高は前年同期比18.4％減少し、売上高は前年同期比6.3％増加いたしました。 

 歯車部門につきましては、受注高、売上高ともに自動車用歯車及び建設車両用歯車が大幅に減少したため、受注高

は前年同期比53.8％、売上高は前年同期比36.1％それぞれ大幅な減少となりました。 

 工事部門につきましては、受注高は原子力発電所及び上下水道関連向けが増加したため、前年同期比11.9％増加い

たしました。売上高は火力発電所及び石油・化学関連向けが好調に推移し、前年同期比7.8％増加いたしました。 

 損益面につきましては、原価低減、経費節減に努め、収益力の高い工事部門の売上高が好調に推移したため、営業

利益は４億51百万円（前年同期比7.8％増）、経常利益は４億42百万円（前年同期比7.3％増）、四半期純利益は２億

50百万円（前年同期比8.0％増）となりました。 

   

 (1)財政状態の変動状況  

 当第１四半期会計期間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３億23百万円減少し65

億40百万円となりました。これは主に現金及び預金が４億９百万円増加しましたが、売上債権が３億15百万円、たな

卸資産が２億94百万円、繰延税金資産が１億30百万円減少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17百万円増加し35億59百万円となりました。これは主に有形固定資産が28百万円、

無形固定資産が５百万円、繰延税金資産が33百万円減少しましたが、投資有価証券が83百万円増加したことによるも

のであります。 

 流動負債は前事業年度末に比べ４億45百万円減少し35億34百万円となりました。これは主に短期借入金が４億80百

万円、１年内返済予定の長期借入金が15百万円、預り金が１億７百万円増加しましたが、仕入債務が３億64百万円、

未払法人税等が２億33百万円、賞与引当金が４億30百万円減少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１億17百万円減少し14億76百万円となりました。これは主に退職給付引当金が25百

万円増加しましたが、長期借入金が１億37百万円、役員退職慰労引当金が９百万円減少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２億56百万円増加し50億89百万円となりました。これは主に利益剰余金が２億８百万

円、その他有価証券評価差額金が48百万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１四半期会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、13億23百万円となり前事業

年度末に比べ４億９百万円の増加となりました。当第１四半期会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、１億76百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益４億41百万円、減

価償却費85百万円、売上債権の減少71百万円、割引手形の増加２億55百万円、たな卸資産の減少２億94百万円、退職

給付引当金の増加25百万円、未払消費税等の増加21百万円等の収入に対し、仕入債務の減少３億64百万円、法人税等

の支払い２億93百万円、賞与引当金の減少４億30百万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、89百万円となりました。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、３億22百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増額４億80百万円に対

し、長期借入金の返済による支出１億22百万円、配当金の支払による支出30百万円によるものであります。  

  

 当第１四半期会計期間は、ジャッキにつきましては、企業業績の悪化により設備投資の抑制を受け、また歯車部門

につきましても、自動車業界の在庫調整等の影響を受け売上高は前年同期に比べ大幅に減少いたしました。しかしな

がら、当社の収益力の柱である工事部門において、石油関連向けが予想以上に堅調に推移したことにより、売上高は

概ね計画通り推移いたしました。 

 第２四半期累計期間は、当社の主要取引先であります電力関係の操業は夏期をむかえフル稼働となるため、工事部

門は一段落感がありますが、原価低減、経費節減等の効果により、営業利益、経常利益、四半期純利益は、それぞれ

前回公表時の予想を上回る見込みであります。 

 通期の業績見通しにつきましては、当社を取り巻く経済環境が引続き厳しい状況にあるため、売上高は前回公表時

の予想を下回る見込でありますが、第１四半期会計期間の業績が好調に推移したことにより、営業利益、経常利益、

当期純利益は、それぞれ前回公表時の予想を上回る見込みであります。 

 なお、平成21年５月14日の決算短信で公表いたしました第２四半期累計期間及び通期の業績予想との差異は、本日

付（平成21年７月31日）で別途公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

  

①簡便な会計処理 

たな卸資産の評価方法 

  当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基礎

として合理的な方法により算出する方法によっております。 

  

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 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場合には、前事業年度において使用した将来の業績予想やタックス・プラン

ニングを利用する方法によっており、前事業年度末以降に経営環境等、又は、一時差異の発生状況に著しい変

化が認められた場合には、前事業年度末において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングに著しい

変化の影響を加味したもの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 

税金費用の計算 

 税金費用につきましては、当第１四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



該当事項はありません。  

  

（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きましては、法人税法の改正を契機として見直しを行い、前事業年度の第２

四半期会計期間より、一部の資産について改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。 

 なお、減価償却システムの変更に時間を要したため、前第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、同会計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、改正後の法人税

法に基づく耐用年数を適用した場合と比較して、それぞれ２百万円多く計上されております。 

  

（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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,323,319 913,643

受取手形及び売掛金 2,664,600 2,980,433

商品及び製品 153,886 217,875

仕掛品 529,496 744,050

原材料及び貯蔵品 1,609,186 1,624,896

その他 260,522 383,212

貸倒引当金 △110 △110

流動資産合計 6,540,901 6,864,001

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,258,597 1,258,597

その他（純額） 1,434,485 1,462,496

有形固定資産合計 2,693,083 2,721,094

無形固定資産 140,761 146,427

投資その他の資産   

投資有価証券 427,063 343,560

その他 304,054 336,443

貸倒引当金 △5,200 △5,200

投資その他の資産合計 725,917 674,804

固定資産合計 3,559,762 3,542,326

資産合計 10,100,663 10,406,327

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,698,508 2,062,668

短期借入金 600,000 120,000

1年内返済予定の長期借入金 600,500 585,500

未払法人税等 64,322 298,237

賞与引当金 97,658 528,602

その他 473,654 384,666

流動負債合計 3,534,645 3,979,674

固定負債   

長期借入金 883,500 1,021,000

退職給付引当金 441,217 416,043

役員退職慰労引当金 19,630 28,792

環境対策引当金 14,532 14,532

その他 117,192 112,860

固定負債合計 1,476,072 1,593,228

負債合計 5,010,717 5,572,903



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成21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 2,775,564 2,567,528

自己株式 △22,444 △22,023

株主資本合計 4,990,268 4,782,653

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 99,677 50,770

評価・換算差額等合計 99,677 50,770

純資産合計 5,089,946 4,833,424

負債純資産合計 10,100,663 10,406,327



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,003,305 2,952,569

売上原価 2,023,526 2,004,409

売上総利益 979,778 948,160

販売費及び一般管理費 561,475 497,094

営業利益 418,302 451,066

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 7,131 5,707

保険解約返戻金 2,712 －

その他 2,504 1,246

営業外収益合計 12,347 6,953

営業外費用   

支払利息 12,355 10,374

手形売却損 5,402 4,210

その他 64 455

営業外費用合計 17,821 15,040

経常利益 412,828 442,979

特別損失   

固定資産売却損 － 1,657

固定資産除却損 44 －

減損損失 963 －

投資有価証券評価損 6,846 －

特別損失合計 7,855 1,657

税引前四半期純利益 404,973 441,322

法人税等 172,940 190,651

四半期純利益 232,033 250,671



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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 404,973 441,322

減価償却費 85,361 85,466

減損損失 963 －

受取利息及び受取配当金 △7,131 △5,707

支払利息 12,355 10,374

為替差損益（△は益） △348 17

たな卸資産評価損 17,605 －

投資有価証券評価損益（△は益） 6,846 －

有形固定資産売却損益（△は益） － 1,657

賞与引当金の増減額（△は減少） △172,823 △430,943

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,210 25,173

売上債権の増減額（△は増加） △95,214 71,917

たな卸資産の増減額（△は増加） △154,015 294,252

仕入債務の増減額（△は減少） 130,566 △364,159

割引手形の増減額（△は減少） 96,226 255,984

その他 88,738 90,159

小計 403,892 475,516

利息及び配当金の受取額 7,131 5,707

利息の支払額 △12,105 △10,569

法人税等の支払額 △132,078 △293,841

営業活動によるキャッシュ・フロー 266,840 176,813

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 △153,971 △86,754

有形固定資産の売却による収入 － 270

無形固定資産の取得による支出 － △574

投資有価証券の取得による支出 △1,011 △1,140

その他 △13,988 △1,190

投資活動によるキャッシュ・フロー △168,970 △89,391

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） 220,000 480,000

長期借入金の返済による支出 △211,500 △122,500

リース債務の返済による支出 － △4,482

自己株式の取得による支出 △272 △420

配当金の支払額 △22,940 △30,325

財務活動によるキャッシュ・フロー △14,712 322,271

現金及び現金同等物に係る換算差額 348 △17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 83,505 409,676

現金及び現金同等物の期首残高 797,938 913,643

現金及び現金同等物の四半期末残高 881,444 1,323,319



 該当事項はありません。 

  

 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



(1) 生産実績 

  当第１四半期会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１四半期会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１四半期会計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30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  

    

1,129,924  

    

59.4

 

 △10.0

その他の増減速機  395,777  20.8  33.3

合計  1,525,701  80.2  △1.8

歯車部門  375,813  19.8   △33.6

工事部門   －  －  －

総計  1,901,514  100.0  △10.3

事業部門別の名称 

当第１四半期会計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30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  

    

1,069,901  

    

44.3

 

 △15.4

その他の増減速機    222,828  9.2  △30.4

合計  1,292,729  53.5  △18.4

歯車部門  280,487  11.7   △53.8

工事部門    840,035  34.8  11.9

総計  2,413,251  100.0  △18.0



(3) 販売実績 

当第１四半期会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１四半期会計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30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  

    

1,221,909  

    

41.4

 

 1.0

その他の増減速機  379,476  12.8  27.8

合計  1,601,385  54.2  6.3

歯車部門  380,664  12.9   △36.1

工事部門     970,520  32.9  7.8

総計  2,952,569  100.0  △1.7
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