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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第3四半期 7,371 △38.4 △353 ― 48 △93.5 104 △66.8
21年3月期第3四半期 11,961 ― 940 ― 751 ― 313 ―

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3四半期 3.75 ―
21年3月期第3四半期 10.94 ―

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3四半期 44,554 41,450 93.0 1,494.51
21年3月期 43,759 40,605 92.8 1,463.08

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  41,450百万円 21年3月期  40,605百万円

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 ― 10.00 ― 5.00 15.00
22年3月期 ― 5.00 ―
22年3月期 

（予想）
5.00 10.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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）連結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 10,100 △29.9 △560 ― △100 ― △130 ― △4.69
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、内外の在庫調整の進展や海外経済の改善を背景とし
た輸出、生産の増加などから、2008年度末を底に緩やかに回復しているものの、企業収益の大幅な落ち込
み、雇用情勢の悪化など厳しい状況で推移しました。 
当社グループを取り巻く経営環境は、民間設備投資の動向に左右される傾向にあり、回復の動きが見ら

れるもののその勢いは弱く、依然として厳しい状況が続いております。 
当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、7,371百万円（前年同四半期比38.4％減）となりました。 
利益面におきましては、全社一斉休業の実施や、人件費・製造経費・販売管理費の削減及び設備投資の

抑制等、経費削減に努めましたが、売上高の大幅減少による固定費負担が大きく、営業損失353百万円
（前年同四半期は営業利益940百万円）となりました。また、経常利益は、営業損失であったものの営業
外損益が増加し、48百万円（前年同四半期比93.5%減）となりました。四半期純利益は、税金等調整前四
半期純損失14百万円でしたが、繰延税金資産の計上による法人税等調整額△126百万円により104百万円
（前年同四半期比66.8%減）となりました。 
  
事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 
なお、事業の種類別セグメントの業績については、前第３四半期連結累計期間において、動力伝導装置

事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める
割合がいずれも90％超であったため、売上高を除き前年同期比率の記載を省略しております。  
① 動力伝導装置事業 

動力伝導装置事業全体の売上高は、7,250百万円（前年同四半期比38.6％減）となりました。製品
別の減速機につきましては、国内売上は設備投資の大幅減少等により前年同四半期比33.8％減、海外
売上は米国市場をはじめとしてアジア市場も低迷し、前年同四半期比33.5％減となり、減速機合計と
しては、5,165百万円（同33.8％減）となりました。歯車につきましては、国内売上は電動工具向け
を始めとする全業種の受注減により前年同四半期比45.6％減、海外売上は北米市場向け電動工具用歯
車の減少により前年同四半期比64.9％減となり、歯車合計としては、2,084百万円（同48.1％減）と
なりました。利益面におきましては、売上高の大幅な減少による固定費負担が大きく、営業損失423
百万円の発生となりました。 

② 不動産賃貸事業 
当社では、旧名古屋工場跡地に賃貸マンション２棟を運営しております。売上高は115百万円（同

7.6％減）、営業利益は77百万円となりました。 
  

（資産） 
流動資産は、前連結会計年度末に比べて179百万円減少し、14,185百万円となりました。これは、売

上減少による受取手形及び売掛金が368百万円減少したことなどによります。 
固定資産は、前連結会計年度末に比べて974百万円増加し、30,368百万円となりました。これは、設

備投資の減少により有形固定資産が965百万円減少したものの、投資有価証券が時価評価上昇等により
1,926百万円増加したことなどによります。 
（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて393百万円減少し、1,567百万円となりました。これは未払費
用が439百万円減少したことなどによります。 
固定負債は、前連結会計年度末に比べて344百万円増加し、1,536百万円となりました。これは、退職

給付引当金、役員退職慰労引当金が合計321百万円減少したものの、投資有価証券時価評価等による繰
延税金負債が654百万円増加したことなどによります。 
（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて844百万円増加し、41,450百万円となりました。これは、
その他有価証券評価差額金が1,032百万円増加したことなどによります。 

  

平成22年３月期の業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間の業績を勘案し、平成21年10月
20日に公表しました通期の連結業績予想を平成22年１月26日に修正いたしました。なお、当該予想数値の
修正に関する項目は、平成22年１月26日公表の「平成22年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」
をご参照下さい。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま
す。 
  

② 棚卸資産の評価方法 
当第３四半期連結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、前連結会計年度末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
  

③ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 
  

該当事項はありません。 
  

4. その他

(1) 期中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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結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
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