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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 9,828 △13.9 571 △34.1 553 △32.1 321 △24.6

21年3月期 11,417 6.1 867 13.6 814 16.8 425 △35.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 22.61 ― 6.4 5.5 5.8
21年3月期 29.97 ― 9.1 8.0 7.6

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 9,682 5,136 53.1 361.54
21年3月期 10,406 4,833 46.4 340.10

（参考） 自己資本  22年3月期  5,136百万円 21年3月期  4,833百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 450 △179 △175 1,007
21年3月期 828 △441 △270 913

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00 85 20.0 1.8
22年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00 56 17.7 1.1

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 4.00 4.00 283.7

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

4,750 △5.1 240 △40.2 230 △39.7 5 △97.9 0.35

通期 9,400 △4.4 370 △35.3 350 △36.8 20 △93.8 1.41



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 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 71,772株 21年3月期 68,175株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 



(1）経営成績に関する分析 

①当期の概況 

当期におけるわが国経済は、一昨年秋以降の世界的な経済危機による大幅な需要減に見舞われておりました

が、後半には在庫調整の進捗と海外経済の改善により輸出や生産は増加傾向を示しており、また個人消費は厳し

い環境の中で回復のきざしが見られ、全体として国内民間需要の自律的回復力はなお弱いものの、内外における

各種対策の効果などから景気はやや持ち直しております。 

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の回復には至らず、景気悪化の影響が強く残り、減

少いたしました。また歯車部門についても、自動車や建設機械といった主要需要先での需要低迷が影響し、大幅

に減少いたしました。工事部門では電力向けの受注が引き続き順調に推移し、前年を上回りました。 

このような状況のもとで、当社は懸命に営業努力を重ね、当期の受注高は94億51百万円（前期比16.9％減）、

売上高は98億28百万円（前期比13.9％減）となりました。一方、当期末の受注残高は32億34百万円（前期末比

10.4％減）となりました。 

これを部門別にみますと、歯車装置部門では、バルブ・コントロールにつきましては、受注高は、火力向け及

び補修用部品は増加しましたが、原子力、輸出、上下水道、石油、船舶向けが減少し、前期比16.5％減少いたし

ました。売上高は補修用部品が工事部門の売上増加に伴い前期比33.1％増加しましたが、火力、原子力、上下水

道他全業種にわたり減少し、前期比13.2％の減少となりました。ジャッキにつきましては、一昨年来の経済不況

の影響で産業機械設備関連は依然として振るわず、受注高で前期比28.2％、売上高では前期比30.0％それぞれ減

少いたしました。またその他の増減速機につきましては、受注高は前期比31.6％、売上高は前期比16.9％それぞ

れ減少いたしました。この結果、歯車装置部門全体での受注高は前期比20.9％、売上高は前期比16.5％それぞれ

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、前期

比36.2％減少いたしました。売上高は鉄道・船舶用が微増したものの、自動車用、建設車両用及びその他産業機

械用が大きく落ち込んだため、前期比34.9％減少いたしました。 

工事部門につきましては、受注高は原子力発電所向け、上下水道関係が増加し、前期比3.6％増加いたしまし

た。売上高は火力、原子力発電所向け、上下水道関係が増加し、前期比6.4％増加いたしました。 

損益面につきましては、売上高は大きく減少いたしましたが、工事部門の好調な売上や経費の削減に支えられ

て、営業利益は５億71百万円（前期比34.1％減）、経常利益は５億53百万円（前期比32.1％減）、当期純利益は

３億21百万円（前期比24.6％減）となりました。  

②次期の見通し 

 今後の見通しとしましては、日本経済は景気に持ち直しの動きがあり企業収益は改善の方向にあるものの、雇

用や設備には依然として過剰感が残っており、一般消費財のデフレ進行や生産財価格の上昇といった景気の下振

れとなる要因も存在しています。海外においても新興国や資源国では景気の回復が続いていますが、欧米では失

業率が高く、金融問題による信用収縮といったリスクも抱えており、本格的な景気の回復には時間を要すること

が予想されます。 

 このような見通しのもと、当社は「情熱とスピードをもって成長し続ける企業を目指す」をスローガンに、組

織改革による更なる効率的事業運営を目指し、改善、改革を推し進めて顧客満足と収益の向上に取り組み、平成

22年度は売上高94億円、営業利益３億70百万円、経常利益３億50百万円を目標といたします。また、当期純利益

は資産除去債務の影響を受けて20百万円となる見込であります。 

  

(2）財政状態に関する分析  

①資産、負債及び純資産の状況  

 流動資産は、前事業年度末と比べ６億15百万円（前年同期比9.0％）減少し62億48百万円となりました。これは

主に現金及び預金が94百万円、受取手形が２億44百万円増加しましたが、売掛金が３億99百万円、たな卸資産が

５億26百万円減少したことによるものであります。固定資産は、前事業年度末と比べ１億８百万円（同3.1％）減

少し34億34百万円となりました。これは主にリース資産が87百万円、投資有価証券の時価評価が46百万円増加し

ましたが、機械及び装置が１億67百万円、工具、器具及び備品が28百万円、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。 

１．経営成績



 流動負債は、前事業年度末と比べ12億17百万円（同30.6％）減少し27億62百万円となりました。これは主に支

払手形が５億30百万円、買掛金が１億９百万円、短期借入金が１億20百万円、未払法人税等が２億85百万円、賞

与引当金が69百万円、設備支払手形が92百万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

と比べ１億89百万円（同11.9％）増加し17億83百万円となりました。これは主にリース債務が72百万円、退職給

付引当金が１億５百万円増加したことによるものであります。 

 純資産の部は、前事業年度末と比べ３億３百万円（同6.3％）増加し51億36百万円となりました。これは主に利

益剰余金が２億78百万円増加したことによるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、10億７百万円となり前事業年度末

と比べ94百万円（前年同期比10.3％）の増加となりました。当事業年度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。 

（ａ）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、４億50百万円（前年同期比45.6％減）となりました。これは主に、税

引前当期純利益５億72百万円、減価償却費３億67百万円、売上債権の減少７億30百万円、たな卸資産の減

少５億26百万円、退職給付引当金の増加１億５百万円等の収入に対し、仕入債務の減少６億39百万円、割

引手形の減少５億67百万円、賞与引当金の減少69百万円、法人税等の支払い５億１百万円等の支出による

ものであります。 

（ｂ）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、１億79百万円（前年同期比59.3％減）でありました。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２億32百万円によるものでありま

す。 

（ｃ）財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動により支出した資金は、１億75百万円（前年同期比35.0％減）となりました。これは主に、長

期借入金の調達による収入６億円に対し、短期借入金の純減額１億20百万円、長期借入金の返済による支

出が５億85百万円、支払配当金が43百万円によるものであります。 

キャッシュ・フロー指標 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。 

※ キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

す。 有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。また、利払いについてはキャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  

  平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％）  46.1  46.4  53.1

時価ベースの自己資本比率（％）  48.8  29.4  59.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（年）  
 3.1  2.1  4.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ  10.4  16.5  9.7



(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、収益力向上による企業体質の強化を図りつつ、株主の皆様に利益を還元することを経営の重点政策の

一つと位置づけており、安定的な配当の継続を基本に、業績に応じた利益の配分、内部留保充実の観点からこれ

を総合的に判断しつつ配当を決定しております。 

 当期の配当金につきましては、１株当たり４円の期末配当金を予定しております。また、次期につきまして

は、減収、減益が見込まれますが、１株当たり４円（期末４円）の配当を据置く予定でおります。 

  

(4）事業等のリスク 

当社の経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のようなものがあります。  

なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 

①災害等の影響について 

 当社は、自然災害及び火災等のリスクを抱えておりますが、防火委員会等の活動にて防止対策に取り組んでおり

ます。しかし重大な災害等が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

②特定分野への依存 

 当社の事業は国内市場に大きく依存しています。歯車装置部門及び工事部門では主要取引先であります電力関係

の設備投資の抑制及び定期点検工事の期間延長、公共投資の予算削減等は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。また、歯車部門では自動車関連、建設機械関連の特定取引先の比率が非常に高くなった場合、当該取引先

の経営方針や市場動向などによりましては、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。   

③固定資産の減損会計について 

 当社は、バルブ・コントロール、ジャッキ、歯車等を製造、販売するメーカーであり、これらの製造設備を保

有しております。このため、地価の動向及び対象となる固定資産の収益状況等によりましては、当社の業績に影

響を及ぼす可能性があります。 

④原材料の価格変動の影響について  

 当社の製品は主として鋳物等の鉄製品、銅合金等の非鉄製品を原材料として使用しております。従いまして、

鉄、非鉄製品の市場価格が上昇する局面では取引業者から価格引き上げの要請があります。当社では、３社以上

による相見積もりにより価格交渉にあたっておりますが、今後市場価格が大幅に高騰した場合には、原材料費の

上昇を抑えきれず、また、販売価格の転嫁が十分に図れない場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

⑤コンピューター設備について 

 当社はホストコンピューターの設備を保有しております。基幹業務が電算システムにより処理されている状況下

にあっては何等かの事業システムの停止は生産活動に重大な影響をもたらします。災害やウイルスなどによるシス

テム停止など、有事に際しシステム復旧が遅れるような状態となった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性

があります。 

⑥コンプライアンス・リスクについて 

 当社は、法令遵守の徹底を目的に社内倫理綱領を制定し重要と思われる行動指針を定め「コンプライアンスガ

イドライン」を作成し、役員・従業員に配布し、周知徹底を行っております。しかしながら法令違反等が発生

し、それに伴い社会的信用を失墜し、経済的制裁を受ける可能性がないとは言えません。   

  

 当社には、親会社、子会社及び関連会社が存在しておりません。 

なお、関係会社は次のとおりであります。 

  

２．企業集団の状況

名称 住所 
資本金
（千円） 

主要な事業の内容

議決権の所
有又は被所
有割合 
（％） 

関係内容

（その他の関係会社）           

㈱成和 東京都港区  45,000
各種バルブの販売並びに

点検及び整備工事他 

被所有 

 20.4

当社製品の販売 

役員の兼任等…無 



(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、「価値の創造」と「環境と人間性の尊重」の経営理念を基に、歯車装置メーカーとして培ってきたも

の造りに関する固有技術をさらに高度化させ、未来への技術革新に挑戦するリーディングカンパニーとして社会

に貢献することを基本方針としております。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社は、厳しい経営環境の中安定した利益を確保するために、収益性及び効率性の両面から体質を強化するこ

とが重要と捉え、このため安定的に経常利益率10％、ＲＯＥ（自己資本利益率）15％を確保することを経営の主

たる指標と考えております。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、平成22年度からの３ヵ年計画において「情熱とスピードをもって成長し続ける企業を目指す」を基本

方針として、現状に満足することなく、情熱とスピードをもって改善、改革に取組み、納期、品質、コスト、ア

フターサービスにおいて、顧客満足をさらに向上させるとともに収益の拡大を図り、成長し続ける企業を目指し

てまいります。また、社会的責任を重視した内部統制の構築と運用、コンプライアンスの徹底を図り、企業ガバ

ナンスを強化してまいります。 

 そのため中期的には、これまで蓄積してきた営業、技術、製造の経営資源を継承する中で、次項の課題を解決

することが急務と捉えております。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

  工事部門では、収益力の柱として人材の育成と強化、各事業拠点の設備強化を図り、原子力・火力向けへのメ

ンテナンスの拡販及び石油・ガス、上下水道向けへのメンテナンス、リプレースの拡販に注力してまいります。

歯車装置部門では、バルブ・コントロールにつきましては、原子力・火力発電所及び上下水道向けの拡販を中心

に進めていくと共に、製品開発とコスト低減を推進してまいります。ジャッキにつきましては、景気の影響を受

けて受注が伸び悩んでおりますが、新製品であるハイスピードジャッキの販売、ジャッキの機能を利用した昇降

装置等の拡販に取り組んでまいります。その他の増減速機につきましては、リプレース、メンテナンスの提案営

業に取り組んでまいります。歯車部門では、自動車用、建設車両用の需要は徐々に回復しているものの、依然と

して厳しい状況が続いておりますが、利益を重視した生産性の向上を推し進め、収益力の強化に取り組んでまい

ります。 

  

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。  

  

３．経営方針



４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 913,643 1,007,846

受取手形 868,279 1,113,068

売掛金 2,112,154 1,712,485

商品及び製品 217,875 184,392

仕掛品 744,050 614,225

原材料及び貯蔵品 1,624,896 1,261,742

前払費用 20,124 19,760

短期貸付金 160 －

未収入金 46,269 －

繰延税金資産 283,221 229,116

その他 33,437 105,573

貸倒引当金 △110 －

流動資産合計 6,864,001 6,248,212

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  1,799,382 ※1  1,843,196

減価償却累計額 △1,291,862 △1,334,671

建物（純額） ※1  507,520 ※1  508,525

構築物 129,395 129,269

減価償却累計額 △120,797 △121,013

構築物（純額） 8,598 8,256

機械及び装置 ※1  5,468,932 ※1  5,414,224

減価償却累計額 △4,766,660 △4,878,986

機械及び装置（純額） ※1  702,271 ※1  535,237

車両運搬具 1,900 1,900

減価償却累計額 △1,842 △1,861

車両運搬具（純額） 57 38

工具、器具及び備品 1,755,115 1,761,440

減価償却累計額 △1,635,922 △1,670,252

工具、器具及び備品（純額） 119,193 91,187

土地 ※1  1,258,597 ※1  1,258,597

リース資産 134,507 249,797

減価償却累計額 △9,651 △37,459

リース資産（純額） 124,855 212,337

建設仮勘定 － 6,464

有形固定資産合計 2,721,094 2,620,645

無形固定資産   

電話加入権 19,251 19,251



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

ソフトウエア 100,593 106,652

借地権 21,047 21,047

その他 5,535 5,162

無形固定資産合計 146,427 152,113

投資その他の資産   

投資有価証券 343,560 390,185

関係会社株式 55,307 －

長期貸付金 320 160

施設利用会員権 5,200 5,200

繰延税金資産 209,382 211,170

その他 66,233 59,792

貸倒引当金 △5,200 △5,200

投資その他の資産合計 674,804 661,309

固定資産合計 3,542,326 3,434,068

資産合計 10,406,327 9,682,280

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,401,751 871,381

買掛金 660,916 551,300

短期借入金 120,000 －

1年内返済予定の長期借入金 ※1  585,500 ※1  578,500

リース債務 18,090 35,694

未払金 205,056 179,764

未払法人税等 298,237 12,710

未払事業所税 18,633 －

未払費用 15,239 11,985

賞与引当金 528,602 458,788

前受金 12,248 19,756

預り金 17,762 19,152

設備関係支払手形 97,634 －

その他 － 23,246

流動負債合計 3,979,674 2,762,279

固定負債   

長期借入金 ※1  1,021,000 ※1  1,042,500

役員退職慰労引当金 28,792 19,630

リース債務 107,860 179,913

退職給付引当金 416,043 521,643

環境対策引当金 14,532 14,532

長期預り金 5,000 5,000

固定負債合計 1,593,228 1,783,219



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債合計 5,572,903 4,545,499

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,388,800 1,388,800

資本剰余金   

資本準備金 448,348 448,348

その他資本剰余金 400,000 400,000

資本剰余金合計 848,348 848,348

利益剰余金   

利益準備金 24,075 24,075

その他利益剰余金   

別途積立金 1,600,000 1,600,000

繰越利益剰余金 943,453 1,222,158

利益剰余金合計 2,567,528 2,846,233

自己株式 △22,023 △23,103

株主資本合計 4,782,653 5,060,278

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 50,770 76,503

評価・換算差額等合計 50,770 76,503

純資産合計 4,833,424 5,136,781

負債純資産合計 10,406,327 9,682,280



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 11,417,847 9,828,921

売上原価   

製品期首たな卸高 121,231 217,875

当期製品製造原価 8,346,473 7,116,416

合計 8,467,704 7,334,292

製品期末たな卸高 217,875 184,392

製品売上原価 ※1, ※6  8,249,829 ※1, ※6  7,149,899

売上総利益 3,168,018 2,679,021

販売費及び一般管理費   

荷造費 89,193 72,793

運搬費 79,977 59,315

役員報酬 105,210 92,640

給料 664,995 650,854

賞与引当金繰入額 267,848 183,444

退職給付費用 － 152,173

福利厚生費 204,558 163,533

減価償却費 59,756 47,392

租税公課 47,971 45,218

賃借料 149,958 139,078

その他 631,341 500,875

販売費及び一般管理費合計 ※1  2,300,812 ※1  2,107,319

営業利益 867,205 571,702

営業外収益   

受取利息 655 211

受取配当金 10,254 8,143

助成金収入 － 26,910

その他 10,322 7,152

営業外収益合計 21,232 42,418

営業外費用   

支払利息 53,211 47,314

手形売却損 14,559 6,538

為替差損 3,026 3,866

その他 2,800 2,822

営業外費用合計 73,597 60,542

経常利益 814,840 553,578

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,000 100

関係会社清算益 － 27,332

固定資産売却益 ※2  6,094 －

特別利益合計 7,094 27,432



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別損失   

固定資産売却損 ※3  304 ※3  5,698

固定資産除却損 ※4  26,377 ※4  1,087

減損損失 ※5  1,447 ※5  2,146

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 64,370 8,932

税引前当期純利益 757,564 572,078

法人税、住民税及び事業税 422,904 216,017

法人税等調整額 △91,293 34,720

法人税等合計 331,610 250,738

当期純利益 425,953 321,340



  

製造原価明細書

    
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 材料費    3,776,946  44.3  2,732,020  39.1

Ⅱ 労務費    2,505,184  29.4  2,338,848  33.5

Ⅲ 経費    2,241,253  26.3  1,915,722  27.4

（内 外注加工費）    (797,346)    (602,031)   

（内 減価償却費）    (326,468)    (292,306)   

当期総製造費用    8,523,383  100.0  6,986,592  100.0

期首仕掛品たな卸高    567,140    744,050   

合計    9,090,523    7,730,642   

期末仕掛品たな卸高    744,050    614,225   

当期製品製造原価    8,346,473    7,116,416   

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当社の採用している原価計算の方法 

 組別工程別実際総合原価計算であります。 

当社の採用している原価計算の方法 

同    左 



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,388,800 1,388,800

当期変動額   

当期変動額合計 －  

当期末残高 1,388,800 1,388,800

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 448,348 448,348

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 448,348 448,348

その他資本剰余金   

前期末残高 400,000 400,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 400,000 400,000

資本剰余金合計   

前期末残高 848,348 848,348

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 848,348 848,348

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 24,075 24,075

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 24,075 24,075

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,200,000 1,600,000

当期変動額   

別途積立金の積立 400,000 －

当期変動額合計 400,000 －

当期末残高 1,600,000 1,600,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 995,688 943,453

当期変動額   

別途積立金の積立 △400,000 －

剰余金の配当 △78,188 △42,635



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期純利益 425,953 321,340

当期変動額合計 △52,235 278,704

当期末残高 943,453 1,222,158

利益剰余金合計   

前期末残高 2,219,763 2,567,528

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △78,188 △42,635

当期純利益 425,953 321,340

当期変動額合計 347,764 278,704

当期末残高 2,567,528 2,846,233

自己株式   

前期末残高 △20,103 △22,023

当期変動額   

自己株式の取得 △1,920 △1,080

当期変動額合計 △1,920 △1,080

当期末残高 △22,023 △23,103

株主資本合計   

前期末残高 4,436,808 4,782,653

当期変動額   

剰余金の配当 △78,188 △42,635

当期純利益 425,953 321,340

自己株式の取得 △1,920 △1,080

当期変動額合計 345,844 277,624

当期末残高 4,782,653 5,060,278

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 125,848 50,770

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △75,078 25,732

当期変動額合計 △75,078 25,732

当期末残高 50,770 76,503

評価・換算差額等合計   

前期末残高 125,848 50,770

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △75,078 25,732

当期変動額合計 △75,078 25,732

当期末残高 50,770 76,503



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 4,562,657 4,833,424

当期変動額   

剰余金の配当 △78,188 △42,635

当期純利益 425,953 321,340

自己株式の取得 △1,920 △1,080

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △75,078 25,732

当期変動額合計 270,766 303,356

当期末残高 4,833,424 5,136,781



（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 757,564 572,078

減価償却費 405,445 367,065

貸倒引当金の増減額（△は減少） △889 △110

賞与引当金の増減額（△は減少） 163,544 △69,814

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △135 △9,162

退職給付引当金の増減額（△は減少） △34,875 105,599

その他の引当金の増減額（△は減少） 14,532 －

受取利息及び受取配当金 △10,909 △8,355

支払利息 53,211 47,314

たな卸資産評価損 64,461 －

有形固定資産除却損 26,377 1,087

減損損失 1,447 2,146

為替差損益（△は益） 106 40

有形固定資産売却損益（△は益） △5,789 5,698

投資有価証券評価損益（△は益） 21,708 －

関係会社清算損益（△は益） － △27,332

売上債権の増減額（△は増加） 203,298 730,107

たな卸資産の増減額（△は増加） △385,909 526,460

仕入債務の増減額（△は減少） 61,764 △639,985

未払消費税等の増減額（△は減少） 25,287 1,787

割引手形の増減額（△は減少） △247,157 △567,720

その他の資産の増減額（△は増加） 5,512 △25,571

その他の負債の増減額（△は減少） 10,132 △21,433

小計 1,128,728 989,901

利息及び配当金の受取額 10,909 8,355

利息の支払額 △50,155 △46,493

法人税等の支払額 △261,341 △501,545

営業活動によるキャッシュ・フロー 828,141 450,217

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の売却による収入 16,000 427

有形固定資産の取得による支出 △394,617 △232,704

投資有価証券の取得による支出 △2,810 △3,297

長期貸付金の回収による収入 160 160

無形固定資産の取得による支出 △60,884 △33,052

投資その他の資産の増減額（△は増加） 446 5,849

関係会社の整理による収入 － 82,639

投資活動によるキャッシュ・フロー △441,704 △179,975



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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 △120,000

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 △722,500 △585,500

リース債務の返済による支出 △8,557 △25,632

配当金の支払額 △77,647 △43,785

自己株式の取得による支出 △1,920 △1,080

財務活動によるキャッシュ・フロー △270,624 △175,997

現金及び現金同等物に係る換算差額 △106 △40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 115,704 94,203

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期末残高 ※  913,643 ※  1,007,846



 該当事項はありません。 

   

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 １．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1)関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用しております。 

(2)その他有価証券 

時価のあるもの 

  期末決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差

額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定)を採用しております。 

(1)関連会社株式 

―――――――  

(2)その他有価証券 

時価のあるもの 

同    左 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用しております。 

時価のないもの 

同    左 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 ２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 同    左 

 原材料については総平均法、その他のたな卸資産

については移動平均法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）によっております。 

  

３．固定資産の減価償却の方法 ３．固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産（リース資産を除く） (1)有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

同    左 

建物         ３～６５年  

機械及び装置        ９年 

  

（追加情報）  

 機械及び装置の耐用年数については、当事業年度

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、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益は、それぞれ14,997千円

減少しております。 

       ――――――― 

(2)無形固定資産（リース資産を除く） (2)無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法を採用しております。なお、自社利用のソ

フトウェアについては、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法を採用しております。 

同    左 

(3)リース資産 (3)リース資産 

 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。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の

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。 

同    左 

４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 ４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。 

同    左 



  

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

５．引当金の計上基準 ５．引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しております。 

同    左 

(2)賞与引当金  (2)賞与引当金  

 従業員の賞与金の支払いに備えて、翌期賞与支給

見込額の当期負担額を計上しております。   

同    左  

(3)役員退職慰労引当金 (3)役員退職慰労引当金 

 平成19年６月26日の定時株主総会において、役員

退職慰労金制度の廃止を決議致しました。既引当金

残高は、各役員の退任時に当該役員に対し支給する

金額をもって引当額を取り崩すこととしておりま

す。 

同    左  

(4)退職給付引当金 (4)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異（1,603,277千円）に

ついては、15年による均等額を費用処理しておりま

す。 

同    左  

 過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法に

より、費用処理することとしております。 

  

 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処理することとしておりま

す。 

  

――――――― （会計方針の変更） 

 当事業年度より、「「退職給付に係る会計基準」

の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号 平

成20年７月31日）を適用しております。 

 なお、これによる営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益に与える影響はありません。 

(5)環境対策引当金 (5)環境対策引当金 

 「ポリ塩化ビフェニール（ＰＣＢ）廃棄物の適正

処理の推進に関する特別措置法」により処理するこ

とが義務付けられているＰＣＢ廃棄物の処理に係る

費用の支出に備えるため、その処理費用見積額を計

上しております。  

同    左 



  

  

  

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 ６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

   手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっております。 

 同    左 

７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税及び地方消費税の会計処理について 消費税及び地方消費税の会計処理について 

 税抜方式を採用し、未払消費税等は仮払消費税

等と仮受消費税等を相殺して、流動負債の未払金

に計上しております。 

同    左 

会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準） ――――――― 

 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、当事業年度より「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））を適用し、通常の売買取引に係

る方法に準じた会計処理よっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、引き

続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を

適用しております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益に与える影響は軽微であります。 

  

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（貸借対照表） （貸借対照表） 

 前事業年度において、「受益負担金」として掲記さ

れていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴

い財務諸表の比較可能性を向上するため、当事業年度

より「その他」として掲記しております。 

１．前事業年度までそれぞれ区分掲記しておりました

「短期貸付金」（当期末残高 千円）及び「未収入

金」（当期末残高 千円）は、資産の総額の100分

の１以下となったため、流動資産の「その他」に含め

て表示することにしました。 

160

52,563

  ２．前事業年度までそれぞれ区分掲記しておりました

「未払事業所税」（当期末残高 千円）及び「設

備関係支払手形」（当期末残高 千円）は、負債

及び純資産の合計額の100分の１以下となったため、

流動負債の「その他」に含めて表示することにしまし

た。 

18,290

4,956



  

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（損益計算書） （損益計算書） 

１．前事業年度において、販売費、一般管理費の内訳科

目としてそれぞれ掲記しておりました「給与」「賞

与」「福利厚生費」「減価償却費」「租税公課」は、

ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い財務諸表の比較

可能性を向上するため、当事業年度より販売費及び一

般管理費に「給料」「賞与引当金繰入額」「福利厚生

費」「減価償却費」「租税公課」としてそれぞれ掲記

しております。なお、当事業年度に含まれる販売費、

一般管理費の「給与」「賞与」「福利厚生費」「減価

償却費」「租税公課」「給料」はそれぞれ以下の通り

であります。 

  前事業年度まで販売費及び一般管理費の「その他」

に含めて表示しておりました「退職給付費用」は、販

売費及び一般管理費の総額の100分の５を超えたため

区分掲記しました。 

  なお、前事業年度における「退職給付費用」の金額

は 千円であります。 108,169

科 目 金額（千円）  

販売費   

給料             406,605

賞与引当金繰入額             158,617

福利厚生費              92,448

減価償却費              3,919

租税公課              6,984

一般管理費費    

給料             258,389

賞与引当金繰入額            109,231

福利厚生費             112,109

減価償却費              55,836

租税公課                  40,987

  

２．前事業年度において、特別利益の「機械売却益」と

して掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲ

Ｌ導入に伴い財務諸表の比較可能性を向上するため、

当事業年度より「固定資産売却益」と一括して掲記し

ております。 

２．       ――――――― 

３．前事業年度において、特別損失の「機械売却損」並

びに「機械除却損」「工具器具備品除却損」及び「建

物除却損」として掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥ

ＴへのＸＢＲＬ導入に伴い財務諸表の比較可能性を向

上するため、当事業年度より「固定資産売却損」及び

「固定資産除却損」と一括して掲記しております。  

３．       ――――――― 



  

  

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（キャッシュ・フロー計算書） ――――――― 

１．前事業年度において、営業活動によるキャッシュ・

フローの「有形固定資産売却益」「有形固定資産売却

損」として掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへの

ＸＢＲＬ導入に伴い財務諸表の比較可能性を向上する

ため、当事業年度より「有形固定資産売却損益（△は

益）」と一括して掲記しております。また、「その他

債権の増減額（増加は△）」「その他債務の増減額

（減少は△）」として掲記されていたものは、ＥＤＩ

ＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い財務諸表の比較可能性

を向上するため、「その他の資産の増減額（△は増

加）」「その他の負債の増減額（△は減少）」に変更

しております。 

  

２．前事業年度において、投資活動によるキャッシュ・

フローの「その他投資の減少による収入」「その他投

資の取得による支出」として掲記されていたものは、

ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い財務諸表の比較

可能性を向上するため、当事業年度より「投資その他

の資産の増減額」と一括して掲記しております。 

  

３．前事業年度の保険返戻金は、火災保険の満期返戻益

であります。  
  

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

※１．有形固定資産のうち下記物件は、長期借入金

616,000千円（１年内に返済期限の到来する長期借

入金348,000千円を含む）の担保として財団抵当に

供しております。 

※１．有形固定資産のうち下記物件は、長期借入金

千円（１年内に返済期限の到来する長期借

入金 千円を含む）の担保として財団抵当に

供しております。 

268,000

199,500

  簿価   

建物 407,849千円

機械及び装置 198,604千円

土地 128,055千円

合計 734,508千円

  簿価   

建物 391,632千円

機械及び装置 140,493千円

土地 128,055千円

合計 660,181千円

２．保証債務について 

 従業員の銀行借入金751千円に対して連帯保証を

しております。 

２．保証債務について 

従業員の銀行借入金384千円に対して連帯保証を

しております。 

 ３．受取手形割引高 710,054千円  ３．受取手形割引高 142,334千円 



   

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 ※１  一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

151,855千円 

 ※１  一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

163,350千円 

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。  

機械及び装置            千円6,094

   計       千円6,094

※２        ―――――――    

  

※３ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。  

機械及び装置        千円304

   計        千円304

※３ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。  

建物 千円2,992

構築物 千円158

機械及び装置 千円2,069

工具、器具及び備品 千円477

   計 千円5,698

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。  

建物       千円5,550

構築物        千円100

機械及び装置       千円7,980

車両運搬具         千円12

工具、器具及び備品      千円12,733

   計       千円26,377

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。  

建物 千円197

機械及び装置 千円423

工具、器具及び備品 千円466

   計  千円1,087

※５ 減損損失  

当事業年度において、当社は以下の資産について

減損損失を計上しました。 

当社は、歯車装置部門及び歯車部門を藤沢工場グ

ループとし、工事部門を工事グループとしてグルー

ピングを行っております。 

各グループ単位においては、減損の兆候はありま

せんでしたが、処分を決定した資産について、帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失（1,447千円）として特別損失に計上しました。 

なお、回収可能価額は、正味売却価額により算出

しております。 

場所 用途 種類

 藤沢工場 

（神奈川県藤沢市）  
 歯車製造  機械及び装置 

※５ 減損損失  

当事業年度において、当社は以下の資産について

減損損失を計上しました。 

当社は、歯車装置部門及び歯車部門を藤沢工場グ

ループとし、工事部門を工事グループとしてグルー

ピングを行っております。 

各グループ単位においては、減損の兆候はありま

せんでしたが、処分を決定した資産について、帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失（ 千円）として特別損失に計上しました。 

なお、回収可能価額は、正味売却価額により算出

しております。 

場所 用途 種類

 藤沢工場 

（神奈川県藤沢市）  
歯車装置製造  機械及び装置 

2,146

 ※６  期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含

まれております。 

64,461千円 

 ※６  期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含

まれております。 

4,447千円 



前事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加6,522株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式         

普通株式  14,280,000  －  －  14,280,000

合計  14,280,000  －  －  14,280,000

自己株式         

普通株式（注）  61,653  6,522  －  68,175

合計  61,653  6,522  －  68,175

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  35,545  2.5 平成20年３月31日 平成20年６月25日 

平成20年10月31日 

取締役会 
普通株式  42,642  3.0 平成20年９月30日 平成20年12月４日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  42,635 利益剰余金  3.0 平成21年３月31日 平成21年６月25日



当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加3,597株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  

  

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式         

普通株式  14,280,000  －  －  14,280,000

合計  14,280,000  －  －  14,280,000

自己株式         

普通株式（注）  68,175  3,597  －  71,772

合計  68,175  3,597  －  71,772

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  42,635  3.0 平成21年３月31日 平成21年６月25日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年６月23日 

定時株主総会 
普通株式  56,832 利益剰余金  4.0 平成22年３月31日 平成22年６月24日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載

されている科目との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載

されている科目との関係 

（平成21年３月31日現在） （平成22年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 913,643千円

現金及び現金同等物 913,643千円

現金及び預金勘定 1,007,846千円

現金及び現金同等物 1,007,846千円



   

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引  

１．ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引  

①リース資産の内容 

有形固定資産  

①リース資産の内容 

有形固定資産  

 歯車装置部門における生産設備（機械及び装置）で

あります 。 

②リース資産の減価償却の方法 

 重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」

に記載のとおりであります。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリ

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、その内容は以下のとお

りであります。  

 歯車装置部門及び歯車部門における生産設備（機械

及び装置）であります 。 

②リース資産の減価償却の方法 

同   左 

  

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当 

  額及び期末残高相当額   額及び期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

機械及び装置  716,042  380,456  335,585

工具、器具及

び備品 
 216,588  173,457  43,130

その他  151,150  105,556  45,593

合計  1,083,780  659,470  424,309

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

機械及び装置  672,642  429,882  242,759

工具、器具及

び備品 
 124,640  112,114  12,526

その他  85,708  64,785  20,922

合計  882,991  606,782  276,208

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 152,999千円

１年超 255,557千円

合計 408,556千円

１年内 91,809千円

１年超 163,399千円

合計 255,208千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 189,362千円 

減価償却費相当額 173,029千円 

支払利息相当額 14,951千円 

支払リース料 161,618千円 

減価償却費相当額 145,668千円 

支払利息相当額 10,879千円 

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

同   左 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

同   左 



当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1)金融商品に対する取組方針 

 当社は、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な余資は主

に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。 

  

(2)金融商品の内容及びそのリスク 

 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、国外売上に伴う外

貨建ての営業債権も、為替の変動リスクに晒されております。 

 投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。 

 営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが６ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建て

のものについては、為替の変動リスクに晒されております。 

 借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたも

のであり、償還日は最長で決算日後７年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりま

す。 

  

(3)金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

 当社は、与信管理規程に従い、営業債権及び長期貸付金について、各事業部門における営業管理部門が

主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務

状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。 

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

 当社の投資有価証券については、主として株式であり、上場株式については定期的に時価や発行体（取

引先）の財務状況等の把握を行っております。 

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理  

 当社は、各部署からの報告に基づき管理部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動

性の維持などにより流動性リスクを管理しております。 

  

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す

ることにより、当該価額が変動することがあります。 

  

（金融商品関係）



２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成22年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。 

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

 資 産 

(1）現金及び預金、(2）受取手形及び売掛金 

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっております。 

(3）投資有価証券 

 これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関

する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。 

負 債 

(1）支払手形及び買掛金、(2）未払金、(3）未払法人税等 

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっております。 

(4）長期借入金（１年内返済予定を含む）、(5）リース債務 

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で

割り引いた現在価値により算定しております。 

デリバティブ取引 

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。 

（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（3）投資

有価証券」には含めておりません。 

  
貸借対照表計上額

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

(1）現金及び預金  1,007,846  1,007,846  －

(2）受取手形及び売掛金  2,825,554  2,825,554  －

(3）投資有価証券  379,172  379,172  －

 資産計  4,212,573  4,212,573  －

(1）支払手形及び買掛金  1,422,682  1,422,682  －

(2）未払金  179,764  179,764  －

(3）未払法人税等  12,710  12,710  －

(4) 長期借入金（１年内返済予定

を含む） 
 1,621,000  1,622,399  1,399

(5) リース債務  215,608  217,559  1,950

 負債計  3,451,765  3,455,115  3,350

 デリバティブ取引  －  －  －

区分  貸借対照表計上額（千円）

非上場株式  11,012



（注）３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

（注）４．長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額 

  

（追加情報） 

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金融商品の時価

等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用しております。 

   

  
１年以内
  (千円）  

１年超
２年以内 
 (千円） 

２年超
３年以内 
 (千円） 

３年超
４年以内 
 (千円） 

４年超 
５年以内 
 (千円） 

５年超
 (千円） 

現金及び預金  1,007,846  －  －  －  －  －

受取手形及び売掛金  2,825,554  －  －  －  －  －

投資有価証券            

 その他有価証券のうち満期

があるもの 
 －  －  －  －  －  －

合 計  3,833,400  －  －  －  －  －

  
１年以内
  (千円）  

１年超
２年以内 
 (千円） 

２年超
３年以内 
 (千円） 

３年超
４年以内 
 (千円） 

４年超 
５年以内 
 (千円） 

５年超
 (千円） 

長期借入金  578,500  484,500  322,500  190,500  45,000  －

リース債務  35,694  36,499  37,321  37,280  35,943  32,868

合 計  614,194  520,999  359,821  227,780  80,943  32,868



前事業年度（平成21年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注） 当事業年度において、投資有価証券について21,708千円（その他有価証券で時価のある株式21,708千円）減

損処理を行っております。  

 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につい

て減損処理を行っております。 

  

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

３．時価評価されていない関連会社株式 

  

４．時価評価されていない有価証券の主な内容 

  

（有価証券関係）

  種類 
取得原価
（千円） 

貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円）

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 

(1)株式 148,859  259,538 110,679

(2)債券       

① 国債・地方債等 －  － －

② 社債 －  － －

③ その他 －  － －

(3)その他 －  － －

小計 148,859  259,538 110,679

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

(1)株式 98,158  73,009 △25,148

(2)債券       

① 国債・地方債等 －  － －

② 社債 －  － －

③ その他 －  － －

(3)その他 －  － －

小計 98,158  73,009 △25,148

合計 247,017  332,547 85,530

種類 貸借対照表計上額（千円）

関連会社株式  55,307

  貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券   

非上場株式  11,012



当事業年度（平成22年３月31日現在） 

１．子会社及び関連会社株式 

 該当事項はありません。 

  

２．その他有価証券  

（注）非上場株式（貸借対照表計上額 11,012千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。  

   

３．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

前事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

  

当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

  

  種類 
貸借対照表計上額

（千円） 
取得原価（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 

(1)株式 301,405  158,435 142,969

(2)債券       

① 国債・地方債等 －  － －

② 社債 －  － －

③ その他 －  － －

(3)その他 －  － －

小計 301,405  158,435 142,969

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

(1)株式 77,767  91,878 △14,111

(2)債券       

① 国債・地方債等 －  － －

② 社債 －  － －

③ その他 －  － －

(3)その他 －  － －

小計 77,767  91,878 △14,111

合計 379,172  250,314 128,858

（デリバティブ取引関係）



１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として企業年金制度と退職一時金制度とを併用しております。 

  

２．退職給付債務に関する事項 

３．退職給付費用に関する事項 

  

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

（退職給付関係）

    
前事業年度

（平成21年３月31日） 
当事業年度

（平成22年３月31日） 

(1) 退職給付債務（千円）  △4,289,574  △4,174,981

(2) 年金資産（千円）  2,007,163  2,513,662

(3)  未積立退職給付債務(1)＋(2)（千円）  △2,282,411  △1,661,319

(4) 会計基準変更時差異の未処理額（千円）  748,196  641,310

(5)  未認識数理計算上の差異（千円）  1,146,951  517,551

(6)  未認識過去勤務債務（債務の減額）（千円）  △28,780  △19,186

(7)  貸借対照表計上額純額(3)＋(4)＋(5)＋(6)（千円）  △416,043  △521,643

(8)  前払年金費用（千円）  －  －

(9)  退職給付引当金(7)-(8)（千円）  △416,043  △521,643

    
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日）

(1) 勤務費用（千円）  141,640  143,843

(2) 利息費用（千円）  102,614  102,590

(3)  期待運用収益（減算）（千円）  △91,746  △35,326

(4) 過去勤務債務の費用処理額（千円）  △9,593  △9,593

(5) 数理計算上の差異の費用処理額（千円）  74,071  156,209

(6) 会計基準変更時差異の費用処理額（千円）  106,885  106,885

(7)  退職給付費用（(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)）（千円）  323,872  464,608

    
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同  左 

(2) 割引率（％）  2.4  2.4

(3)  期待運用収益率（％）  3.5  1.76

(4) 過去勤務債務の処理年数（年） 

10年（発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数に

よる定額法） 

     同    左 

 

(5)  数理計算上の差異の処理年数（年） 

10年（発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数に

よる定額法） 

     同    左 

 

(6)  会計基準変更時差異の処理年数（年）  15  15



前事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

当社は、ストックオプションを付与していないため、該当事項はありません。 

  

当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

当社は、ストックオプションを付与していないため、該当事項はありません。 

  

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

（注）繰延税金資産(負債)の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に差異があるときの当該差異の原因となった主要

な項目別の内訳 

  

（ストック・オプション等関係）

（税効果会計関係）

  前事業年度
(平成21年３月31日現在) 

当事業年度
(平成22年３月31日現在) 

繰延税金資産 (千円) (千円)

未払事業所税否認  7,572  7,431

未払事業税否認  24,497  3,153

たな卸資産評価損否認  72,631  59,114

賞与引当金否認   214,823  186,405

減価償却超過額  7,643  7,960

退職給付引当金否認  169,080  211,943

役員退職慰労引当金否認  11,701  7,975

一括償却資産超過額  11,379  8,231

環境対策引当金否認  5,906  5,904

その他  2,126  5,766

繰延税金資産小計  527,363  503,888

評価性引当額  －  △11,245

繰延税金資産合計  527,363  492,642

繰延税金負債     

その他有価証券評価差額金  △34,759  △52,355

繰延税金負債合計  △34,759  △52,355

繰延税金資産(負債)合計の純額  492,603  440,287

  前事業年度
(平成21年３月31日現在) 

当事業年度
(平成22年３月31日現在) 

  (千円) (千円)

流動資産―繰延税金資産  283,221  229,116

固定資産―繰延税金資産  209,382  211,170

  前事業年度
(平成21年３月31日現在) 

当事業年度
(平成22年３月31日現在) 

   (％)  (％) 

法定実効税率   40.6  40.6

交際費等永久に損金に算入されない項目   1.2  1.4

受取配当金等永久に益金に算入されない項目  △0.2  △2.4

住民税均等割等  2.0  2.7

評価性引当額   －  1.5

その他   0.1  0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率  43.7  43.8



   前事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

   当社は、関連会社の損益からみて重要性の乏しいものとして、持分法の適用を除外しております。 

  

   当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

   当社は、関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

   前事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

   該当事項はありません。 

  

   当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

   該当事項はありません。 

  

（注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

該当事項はありません。  

  

(1）役員の異動 

①代表取締役の異動  

該当事項はありません。 

  

②その他の役員の異動 

該当事項はありません。  

  

（持分法損益等）

（関連当事者情報）

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額     340円10銭 

１株当たり当期純利益金額     29円97銭 

１株当たり純資産額 円 銭 361 54

１株当たり当期純利益金額 円 銭 22 61

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

          同    左 

  
前事業年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当期純利益（千円）  425,953  321,340

普通株式に係る当期純利益（千円）  425,953  321,340

期中平均株式数（株）  14,214,593  14,209,988

（重要な後発事象）

５．その他



(2）生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績  

（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  

（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。  

  

③ 販売実績 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

部門別 

前事業年度 

（自 平成20年４月１日    

至 平成21年３月31日）  

当事業年度 

（自 平成21年４月１日    

至 平成22年３月31日）  

金額 

（千円）   

構成比率 

（％）  

金額 

（千円）   

構成比率 

（％）  

歯車装置部門  

アクチュエータ   5,077,019  60.5  4,195,030  64.3

その他の増減速機   1,081,949  12.9  896,404  13.8

合計   6,158,968  73.4  5,091,434  78.1

歯車部門  2,231,769  26.6  1,429,897  21.9

工事部門   －  －  －  －

総計  8,390,737  100.0  6,521,331  100.0

部門別 

前事業年度 

（自 平成20年４月１日    

至 平成21年３月31日）  

当事業年度 

（自 平成21年４月１日    

至 平成22年３月31日）  

金額 

（千円）   

構成比率 

（％）  

金額 

（千円）   

構成比率 

（％）  

歯車装置部門  

アクチュエータ   4,984,423  43.8  4,055,907  42.9

その他の増減速機   1,074,780  9.5  735,423  7.8

合計   6,059,203  53.3  4,791,330  50.7

歯車部門  2,130,871  18.7  1,359,803  14.4

工事部門   3,185,506  28.0  3,300,615  34.9

総計  11,375,580  100.0  9,451,748  100.0

部門別 

前事業年度 

（自 平成20年４月１日    

至 平成21年３月31日）  

当事業年度 

（自 平成21年４月１日    

至 平成22年３月31日）  

金額 

（千円）   

構成比率 

（％）  

金額 

（千円）   

構成比率 

（％）  

歯車装置部門  

アクチュエータ   5,024,217  44.0  4,200,425  42.7

その他の増減速機   1,083,381  9.5  900,006  9.2

合計   6,107,598  53.5  5,100,431  51.9

歯車部門  2,232,138  19.5  1,453,746  14.8

工事部門   3,078,111  27.0  3,274,744  33.3

総計  11,417,847  100.0  9,828,921  100.0


	日本ギア工業㈱（6356）平成22年３月期　決算短信（非連結）: 日本ギア工業㈱（6356）平成22年３月期　決算短信（非連結）
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -
	- 13 -: - 13 -
	- 14 -: - 14 -
	- 15 -: - 15 -
	- 16 -: - 16 -
	- 17 -: - 17 -
	- 18 -: - 18 -
	- 19 -: - 19 -
	- 20 -: - 20 -
	- 21 -: - 21 -
	- 22 -: - 22 -
	- 23 -: - 23 -
	- 24 -: - 24 -
	- 25 -: - 25 -
	- 26 -: - 26 -
	- 27 -: - 27 -
	- 28 -: - 28 -
	- 29 -: - 29 -
	- 30 -: - 30 -
	- 31 -: - 31 -
	- 32 -: - 32 -
	- 33 -: - 33 -
	- 34 -: - 34 -
	- 35 -: - 35 -


