
  

１．平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 
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（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 ％ 

23年３月期第１四半期  2,723  △7.8  387  △14.0  392  △11.4  121  △51.5

22年３月期第１四半期  2,952  △1.7  451  7.8  442  7.3  250  8.0

  
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 

23年３月期第１四半期  8  55  －      

22年３月期第１四半期  17  64  －      

  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 

23年３月期第１四半期  10,158  5,171  50.9  364  00

22年３月期  9,682  5,136  53.1  361  54

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 5,171百万円 22年３月期 5,136百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －       0 00 －     4 00  4  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  0 00 －     4 00  4  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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）  4,900  △2.1  400  △0.4  400  4.9  120  △50.4  8  45

通期  9,600  △2.3  500  △12.5  500  △9.7  170  △47.1  11  97



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短

信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

  

※  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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提と

なる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想

に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期1Ｑ 14,280,000株 22年3月期 14,280,000株

②  期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 72,655株 22年3月期 71,772株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期1Ｑ 14,207,724株 22年3月期1Ｑ 14,211,352株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、新興国経済の成長を背景に、輸出の増加や生産の持ち直し等で、一

部景気の回復の兆しが見えだしました。しかしながら、欧州諸国の財政危機に対する信用不安が新たな懸念材料とな

って、株安・円高の傾向が強まり、企業業績への影響を及ぼすことが考えられ、厳しい雇用環境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。 

 当社の事業別受注状況は、歯車及び歯車装置事業につきましては、バルブ・コントロールは輸出関連向けが大幅に

減少いたしました。ジャッキ等は、一昨年来からの景気悪化の影響に歯止めがかかり、企業の設備投資が回復傾向に

あるため、増加いたしました。歯車は、自動車用歯車及び建設車両用歯車が大幅に増加いたしました。工事事業につ

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、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

億81百万円（前年同期比2.8％増）、売上高は27億23百万円（前年同期比7.8％減）となりました。一方、当第１四半

期末の受注残高は29億92百万円（前事業年度末比2.6％減）となりました。  

 これを部門別にみますと、歯車及び歯車装置事業につきましては、バルブ・コントロールの受注高は、輸出関連向

けは大幅に減少し、公共事業関連の上下水道向け、火力発電所向け及び鉄鋼向けの増加で補いきれず、前年同期比

18.0％減少いたしました。売上高は、原子力・火力発電所向け及び船舶向けが増加したものの、輸出関連向け、上下

水道向け及び石油関連向けが減少したため、前年同期比2.8％減少いたしました。ジャッキは、企業業績の回復によ

り、受注高は前年同期比48.7％と大幅な増加となりましたが、売上高はほぼ横ばいとなりました。その他の増減速機

の受注高は、特機が減少し前年同期比15.5％減少いたしました。また、売上高もミキサー及び補修用部品が大幅に減

少し、前年同期比61.1％減少いたしました。歯車は、受注高は自動車用歯車及び建設車両用歯車が大幅に増加したた

め、前年同期比54.8％増加しました。売上高はその他産業機械用が大幅に減少いたしましたが、自動車用歯車及び建

設車両用歯車が大幅な増加となり、前年同期比9.6％の増加となりました。この結果、歯車及び歯車装置事業全体で

は受注高は前年同期比1.1％増加しましたが、売上高は前年同期比11.3％減少いたしました。 

 工事事業につきましては、受注高は火力発電所及び石油・ガス関連向けが増加したため、前年同期比6.1％増加い

たしました。売上高は原子力発電所向けが好調に推移しましたが、石油・化学関連向けが大幅に減少し、前年同期比

0.5％の微減となりました。 

 損益面につきましては、原価低減、経費節減に努めた結果、営業利益は３億87百万円（前年同期比14.0％減）、経

常利益は３億92百万円（前年同期比11.4％減）、四半期純利益は「資産除去債務に関する会計基準」等を適用したた

め１億21百万円（前年同期比51.5％減）となりました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

 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５億13百万円増加し67

億61百万円となりました。これは主に現金及び預金が94百万円、売上債権が４億21百万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37百万円減少し33億96百万円となりました。これは主に無形固定資産が15百万円、

繰延税金資産が20百万円増加しましたが、有形固定資産が27百万円、投資有価証券が46百万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３億87百万円増加し31億50百万円となりました。これは主に賞与引当金が３億75百

万円減少しましたが、仕入債務が２億77百万円、短期借入金が２億円、１年内返済予定の長期借入金が17百万円、未

払法人税等が80百万円、預り金が91百万円、未払金が66百万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53百万円増加し18億36百万円となりました。これは主に長期借入金が１億55百万円

減少しましたが、資産除去債務が２億５百万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34百万円増加し51億71百万円となりました。これは主にその他有価証券評価差額金が

29百万円減少しましたが、利益剰余金が64百万円増加したことによるものであります。 

  

１．当四半期の業績等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、11億２百万円（前年四半期

比16.7％減）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、１億27百万円（前年同四半期は１億76百万円の収入）となりました。これは主

に、税引前四半期純利益２億10百万円、減価償却費84百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額１億72百万

円、仕入債務の増加２億77百万円等の収入に対し、賞与引当金の減少３億75百万円、売上債権の増加２億52百万円、

割引手形の減少１億42百万円、たな卸資産の増加17百万円、法人税等の支払い10百万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、42百万円（前年同四半期は89百万円の支出）となりました。これは主に、無形固

定資産の取得による支出が23百万円、有形固定資産の取得による支出が14百万円等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、10百万円（前年同四半期は３億22百万円の収入）となりました。これは主に、短

期借入金の純増額２億円に対し、長期借入金の返済による支出１億37百万円、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。  

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間は、歯車及び歯車装置事業につきましては、バルブ・コントロールは目標を上回る売上高と

なったものの、その他の増減速機につきましては、ミキサー及び補修用部品の売上高が前年同期に比べ大幅に減少し

ました。しかしながら、歯車は、自動車及び建設機械業界が徐々に回復の兆しが見られ、前年同期に比べ増加いたし

ました。また、当社の収益力の柱である工事事業は、原子力発電所向けが好調に推移したことにより、予想を上回る

利益となりました。 

 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り、工事事業は

一段落感はありますが、歯車は順調に推移するとみられます。また、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も、工事事業は、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、また、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、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益につ

いても、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22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22年７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）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。 

   

２．その他の情報



（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用  

  当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用

しております。 

  これにより、営業利益及び経常利益は、それぞれ 千円減少しており、税引前四半期純利益は、 千

円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は 千円であります。 

  

1,908 174,845

204,945



３．四半期財務諸表 
（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22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,102,623 1,007,846

受取手形及び売掛金 3,246,810 2,825,554

商品及び製品 117,710 184,392

仕掛品 565,657 614,225

原材料及び貯蔵品 1,394,056 1,261,742

その他 334,509 354,450

流動資産合計 6,761,367 6,248,212

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,258,597 1,258,597

その他（純額） 1,334,759 1,362,047

有形固定資産合計 2,593,357 2,620,645

無形固定資産 167,157 152,113

投資その他の資産   

投資有価証券 343,611 390,185

その他 298,002 276,323

貸倒引当金 △5,200 △5,200

投資その他の資産合計 636,413 661,309

固定資産合計 3,396,928 3,434,068

資産合計 10,158,296 9,682,280

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,700,391 1,422,682

短期借入金 200,000 －

1年内返済予定の長期借入金 596,000 578,500

未払法人税等 93,567 12,710

賞与引当金 83,595 458,788

その他 476,474 289,599

流動負債合計 3,150,029 2,762,279

固定負債   

長期借入金 887,500 1,042,500

退職給付引当金 529,197 521,643

役員退職慰労引当金 15,630 19,630

環境対策引当金 23,541 14,532

資産除去債務 205,103 －

その他 175,864 184,913

固定負債合計 1,836,836 1,783,219

負債合計 4,986,865 4,545,499



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成22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 2,910,854 2,846,233

自己株式 △23,401 △23,103

株主資本合計 5,124,602 5,060,278

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 46,828 76,503

評価・換算差額等合計 46,828 76,503

純資産合計 5,171,430 5,136,781

負債純資産合計 10,158,296 9,682,280



（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,952,569 2,723,547

売上原価 2,004,409 1,834,780

売上総利益 948,160 888,766

販売費及び一般管理費 497,094 500,991

営業利益 451,066 387,775

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 5,707 5,434

助成金収入 － 6,391

その他 1,246 3,523

営業外収益合計 6,953 15,350

営業外費用   

支払利息 10,374 9,873

手形売却損 4,210 －

その他 455 691

営業外費用合計 15,040 10,565

経常利益 442,979 392,560

特別損失   

固定資産売却損 1,657 －

固定資産除却損 － 13

環境対策引当金繰入額 － 9,008

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 172,936

特別損失合計 1,657 181,958

税引前四半期純利益 441,322 210,602

法人税等 190,651 89,147

四半期純利益 250,671 121,454



（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 441,322 210,602

減価償却費 85,466 84,772

受取利息及び受取配当金 △5,707 △5,434

支払利息 10,374 9,873

為替差損益（△は益） 17 31

有形固定資産売却損益（△は益） 1,657 －

有形固定資産除却損 － 13

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 172,936

賞与引当金の増減額（△は減少） △430,943 △375,192

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25,173 7,554

売上債権の増減額（△は増加） 71,917 △252,486

たな卸資産の増減額（△は増加） 294,252 △17,063

仕入債務の増減額（△は減少） △364,159 277,709

割引手形の増減額（△は減少） 255,984 △142,334

その他 90,159 171,184

小計 475,516 142,165

利息及び配当金の受取額 5,707 5,434

利息の支払額 △10,569 △9,710

法人税等の支払額 △293,841 △10,647

営業活動によるキャッシュ・フロー 176,813 127,243

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 △86,754 △14,683

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 △23,946

投資有価証券の取得による支出 △1,140 △3,408

その他 △1,190 △617

投資活動によるキャッシュ・フロー △89,391 △42,655

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） 480,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △122,500 △137,500

リース債務の返済による支出 △4,482 △8,849

自己株式の取得による支出 △420 △297

配当金の支払額 △30,325 △43,132

財務活動によるキャッシュ・フロー 322,271 10,220

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17 △31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 409,676 94,776

現金及び現金同等物の期首残高 913,643 1,007,846

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,323,319 1,102,623



 該当事項はありません。 

  

①報告セグメントの概要  

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。  

 当社は、自動車用歯車及びジャッキ、バルブ・コントロール等の製造・販売を行っている「歯車及び歯車装

置事業」と販売した歯車装置のメンテナンスを行う「工事事業」の２部門にて事業活動を展開しております。 

 したがって、当社は、「歯車及び歯車装置事業」と「工事事業」の２つを報告セグメントとしております。 

  

②報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

当第１四半期累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

 （単位：千円）

（注）セグメント利益の合計は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

③報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容 

 （差異調整に関する事項）  

該当事項はありません。  

   

④報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平

成20年３月21日）を適用しております。  

  

 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）セグメント情報

  

報告セグメント

合計
歯車及び歯車装置 工事

売上高       

（1）外部顧客への売上高  1,757,756  965,791  2,723,547

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －

計   1,757,756  965,791  2,723,547

セグメント利益  48,765  339,010  387,775

（６）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、受注及び販売の状況 

①生産実績 

当第１四半期会計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、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．工事事業については、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セグメントごとに示すと、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。 

  

③販売実績 

当第１四半期会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、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。 

  

４．補足情報

セグメントの名称 

当第１四半期会計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

金額（千円） 構成比率（％） 前年同期比（％）

歯車及び歯車装置事業  1,678,879  100.0   －

工事事業   －  －  －

合計  1,678,879  100.0  －

セグメントの名称 

当第１四半期会計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

金額（千円） 構成比率（％） 前年同期比（％）

歯車及び歯車装置事業  1,590,290  64.1   －

工事事業    891,250  35.9  －

合計  2,481,540  100.0  －

セグメントの名称 

当第１四半期会計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

金額（千円） 構成比率（％） 前年同期比（％）

歯車及び歯車装置事業  1,757,756  64.5   －

工事事業     965,791  35.5  －

合計  2,723,547  100.0  －
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