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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 5,006 △13.6 401 △19.0 381 △19.9 242 △8.4

21年3月期第2四半期 5,795 ― 495 ― 475 ― 264 ―

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2四半期 17.03 ―

21年3月期第2四半期 18.58 ―

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2四半期 9,777 5,049 51.6 355.31
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2四半期  5,049百万円 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

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

21年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00

22年3月期 ― 0.00

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  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

通期 9,500 △16.8 450 △48.1 430 △47.2 260 △39.0 18.30



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2四半期 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2四半期 70,050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2四半期 14,210,773株 21年3月期第2四半期 14,216,492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７月31日に公表しました業績予想のうち、通期について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２四半期累計期間におけるわが国経済は、昨年秋以降の世界的な経済危機による需要の大幅な減退のため、景

気の落ち込みが続いております。政府の景気対策効果によって一部にやや持ち直す気配が出てきているとはいうもの

の、先行きは依然として予断を許さない状況となっております。 

 当社の事業別受注概況は、歯車装置部門では民間設備投資抑制に加え海外市場でも需要が減退するなど、景気悪化

の影響を受けて減少となりました。また歯車部門につきましても、自動車や建設機械が世界市場での需要低迷及び多

くの需要先での設備投資抑制によって、半減いたしました。 工事部門は電力向けの受注が順調に推移いたしまし

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が、当第２四半期累計期間の受注高は47億

47百万円（前年同期比21.9％減）、売上高は50億６百万円（前年同期比13.6％減）となりました。一方、当第２四半

期末の受注残高は33億53百万円（前事業年度末比7.2％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、火力発電所及び船舶向けが増加、原子力発電所向け

は横ばい、輸出、上下水道、石油、化学、鉄鋼は経済不況の影響で減少し、前年同期比では13.1％減少いたしまし

た。売上高は、輸出が増加したものの、火力、原子力、上下水道、石油、鉄鋼、船舶が減少したため、前年同期比

4.7％減少いたしました。ジャッキにつきましては、産業用機械関連業界の落ち込みの影響を受け、前年同期比で受

注高は46.7％、売上高は47.0％、それぞれ減少いたしました。その他の増減速機の受注高は同じく前年同期比40.1％

減少いたしましたが、売上高は期首受注残高が豊富であったことにより、前年同期比5.9％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23.4％減少し、売上高も前年同期比10.6％減少いたしまし

た。 

 歯車部門につきましては、受注高は自動車用、建設車両用及びその他産業機械用が大幅に減少したため、前年同期

比49.9％減少いたしました。売上高も同様に、自動車用、建設車両用及びその他産業機械用が大きく落ち込んだた

め、前年同期比40.9％減少いたしました。 

 工事部門につきましては、受注高は火力、原子力発電所向け及び上下水道関係が増加し、前年同期比5.1％増加い

たしました。売上高は火力、原子力発電所向けが増加、更には上下水道関係が増加し、前年同期比3.1％増加いたし

ました。 

 損益面につきましては、売上高は減少し、それに伴い営業利益は４億１百万円（前年同期比19.0％減）、経常利益

は３億81百万円（前年同期比19.9％減）、四半期純利益は２億42百万円（前年同期比8.4％減）となりました。 

   

(1)財政状態の変動状況 

 当第２四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５億55百万円減少し63

億８百万円となりました。これは主にたな卸資産が４億73百万円、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73百万円減少し34億68百万円となりました。これは主に有形固定資産が29百万円、

関係会社株式が55百万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に比べ12億34百万円減少し27億45百万円となりました。これは主に短期借入金が２億82百

万円増加しましたが、仕入債務が８億円、未払法人税等が２億59百万円、賞与引当金が３億63百万円減少したことに

よるものであります。 

 固定負債は前事業年度末に比べ３億89百万円増加し19億83百万円となりました。これは主に長期借入金が３億15百

万円、退職給付引当金が51百万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２億15百万円増加し50億49百万円となりました。これは主に利益剰余金が１億99百万

円増加したことによるものであります。 

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２四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、９億34百万円となり前事

業年度末に比べ20百万円の増加となりました。当第２四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）  

 営業活動により支出した資金は、４億64百万円（前年同期は２億21百万円の収入）となりました。これは主に、税

引前四半期純利益４億２百万円、減価償却費１億75百万円、売上債権の減少７億９百万円、たな卸資産の減少４億73

百万円、退職給付引当金の増加51百万円等の収入に対し、仕入債務の減少８億円、割引手形の減少７億10百万円、賞

与引当金の減少３億63百万円、法人税等の支払い２億89百万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、67百万円（前年同期は２億62百万円の支出）となりました。これは主に、関係会

社の整理による収入82百万円に対し、有形固定資産の取得による支出１億42百万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）   

 財務活動により得られた資金は、５億52百万円（前年同期は１億17百万円の収入）となりました。これは主に、短

期借入金の純増額２億82百万円、長期借入金の調達による収入が６億円に対し、長期借入金の返済による支出２億75

百万円、配当金の支払による支出43百万円によるものであります。 

  

 当第２四半期累計期間の売上高は計画をわずかながら上回り、経費削減に努めた結果、営業利益、経常利益、四半

期純利益も計画を上回る結果となりました。通期の業績見通しにつきましては、中国をはじめとする一部新興国の経

済に復調の兆しが見られ、世界経済の低迷は下げ止まった状況にありますが、米国、欧州を含めた先進国では個人消

費が依然低迷し、設備投資の大幅な減少など民間需要は弱く、本格的に経済が回復するには時間を要することが予想

されます。歯車部門は引続き厳しい状況が見込まれますが、収益力の柱である工事部門は、火力、原子力発電所向け

の定期点検等が好調に推移すると見込まれ、売上高は前回公表時の予想を据え置きますが、原価低減、経費削減等の

効果により営業利益、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７月31日の第１四半期決算短信で公表いたしました通期の業績予想との差異は、本日付（平成21年

10月30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 

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２四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。 

  

該当事項はありません。  

  

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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 934,264 913,643

受取手形及び売掛金 2,979,488 2,980,433

商品及び製品 135,229 217,875

仕掛品 564,650 744,050

原材料及び貯蔵品 1,413,085 1,624,896

その他 281,516 383,212

貸倒引当金 － △110

流動資産合計 6,308,235 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） 1,432,820 1,462,496

有形固定資産合計 2,691,418 2,721,094

無形固定資産 139,928 146,427

投資その他の資産   

投資有価証券 373,355 343,560

その他 269,489 336,443

貸倒引当金 △5,200 △5,200

投資その他の資産合計 637,644 674,804

固定資産合計 3,468,991 3,542,326

資産合計 9,777,227 10,406,327

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,261,764 2,062,668

短期借入金 402,000 120,000

1年内返済予定の長期借入金 594,500 585,500

未払法人税等 39,141 298,237

賞与引当金 164,819 528,602

その他 282,915 384,666

流動負債合計 2,745,140 3,979,674

固定負債   

長期借入金 1,336,500 1,021,000

退職給付引当金 467,325 416,043

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 145,094 112,860

固定負債合計 1,983,083 1,593,228

負債合計 4,728,223 5,572,903



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 2,766,946 2,567,528

自己株式 △22,533 △22,023

株主資本合計 4,981,562 4,782,653

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 67,442 50,770

評価・換算差額等合計 67,442 50,770

純資産合計 5,049,004 4,833,424

負債純資産合計 9,777,227 10,406,327



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 5,795,843 5,006,232

売上原価 4,161,196 3,603,121

売上総利益 1,634,647 1,403,110

販売費及び一般管理費 1,139,291 1,001,636

営業利益 495,356 401,474

営業外収益   

受取利息 348 94

受取配当金 7,446 5,839

その他 8,684 4,119

営業外収益合計 16,479 10,053

営業外費用   

支払利息 26,266 23,108

手形売却損 8,014 4,305

その他 1,576 2,720

営業外費用合計 35,857 30,135

経常利益 475,978 381,392

特別利益   

固定資産売却益 6,094 －

貸倒引当金戻入額 500 100

関係会社清算益 － 27,332

特別利益合計 6,594 27,432

特別損失   

固定資産売却損 － 5,562

固定資産除却損 258 511

減損損失 963 －

投資有価証券評価損 6,846 －

環境対策引当金繰入額 14,532 －

特別損失合計 22,601 6,073

税引前四半期純利益 459,970 402,751

法人税等 195,855 160,697

四半期純利益 264,115 242,053



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 459,970 402,751

減価償却費 186,058 175,033

受取利息及び受取配当金 △7,794 △5,934

支払利息 26,266 23,108

為替差損益（△は益） △147 61

たな卸資産評価損 58,930 －

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） △6,094 5,562

有形固定資産除却損 － 511

関係会社清算損益（△は益） － △27,332

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,629 △363,782

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,858 51,282

売上債権の増減額（△は増加） 72,742 709,011

たな卸資産の増減額（△は増加） △148,752 473,855

仕入債務の増減額（△は減少） 109,550 △800,903

割引手形の増減額（△は減少） △364,435 △710,054

その他 368 △90,275

小計 367,023 △157,105

利息及び配当金の受取額 7,794 5,934

利息の支払額 △25,815 △24,052

法人税等の支払額 △127,065 △289,070

営業活動によるキャッシュ・フロー 221,937 △464,293

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 △262,125 △142,883

有形固定資産の売却による収入 15,400 397

無形固定資産の取得による支出 △14,180 △6,134

投資有価証券の取得による支出 △1,462 △1,728

関係会社の整理による収入 － 82,639

その他 102 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △262,265 △67,703

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） 40,000 282,000

長期借入れによる収入 500,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △384,500 △275,500

リース債務の返済による支出 △1,665 △9,940

自己株式の取得による支出 △1,349 △509

配当金の支払額 △35,372 △43,369

財務活動によるキャッシュ・フロー 117,112 552,680

現金及び現金同等物に係る換算差額 147 △61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 76,931 20,621

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 874,870 934,264



 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２四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２四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２四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９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  

    

2,106,910  

    

62.7

 

 △16.2

その他の増減速機  535,489  15.9  5.9

合計  2,642,399  78.6  △12.5

歯車部門  717,990  21.4   △41.2

工事部門   －  －  －

総計  3,360,389  100.0  △20.8

事業部門別の名称 

当第２四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９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  

    

2,112,233  

    

44.5

 

 △19.7

その他の増減速機    352,217  7.4  △40.1

合計  2,464,450  51.9  △23.4

歯車部門  656,958  13.8   △49.9

工事部門    1,626,116  34.3  5.1

総計  4,747,524  100.0  △21.9



(3) 販売実績 

当第２四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２四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９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  

    

2,181,667  

    

43.6

 

 △13.9

その他の増減速機  536,803  10.7  5.9

合計  2,718,470  54.3  △10.6

歯車部門  740,108  14.8   △40.9

工事部門     1,547,654  30.9  3.1

総計  5,006,232  100.0  △13.6
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