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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 5,170 3.3 581 44.9 583 53.1 220 △8.9

22年3月期第2四半期 5,006 △13.6 401 △19.0 381 △19.9 242 △8.4

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2四半期 15.53 ―

22年3月期第2四半期 17.03 ―

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2四半期 9,866 5,266 53.4 370.69
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2四半期  5,266百万円 22年3月期  5,136百万円

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  
 

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 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 4.00 4.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 10,000 1.7 750 31.2 750 35.5 350 8.9 24.64



(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 

（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） 

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 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） 23年3月期2Q 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2Q 73,987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2Q 14,207,062株 22年3月期2Q 14,210,773株

※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レビュー手続の対象外であり、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
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、輸出や個人消費の回復による企業収益の改善により前事業年度か

ら引き続き持ち直しの傾向を示し、自律的回復に向けた動きもみられましたが、依然として失業率は高水準にあ

り、世界経済の減速や円高・株安などにより、更に先行き不安定な足踏み状態が続くことが見込まれます。 

当社の事業別受注概況は、歯車及び歯車装置事業ではバルブ・コントロールは輸出の落ち込みが大きく、ジャッ

キは好調を維持いたしました。また歯車については、主要需要先である自動車・建設機械向けの受注が大幅に回復

いたしました。その結果、歯車及び歯車装置事業全体では受注は増加いたしました。工事事業では電力向け受注が

順調に推移し大幅に増加となりました。 

このような状況のもとで、当社は懸命に営業努力を重ねてまいりました結果、当第２四半期累計期間の受注高は

52億18百万円（前年同期比9.9％増）、売上高は51億70百万円（前年同期比3.3％増）となりました。一方、当第２

四半期累計期間末の受注残高は32億82百万円（前期末比1.5％増）となりました。 

各セグメントの業績は次のとおりです。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、火力発電所、石油及び鉄鋼向けが増加したものの、原子力発電所、船舶、輸出、上下水道向けは経済不況の

影響で減少し、前年同期比12.3％減少いたしました。売上高は、火力発電所、原子力発電所、船舶向けが増加した

ものの、輸出、上下水道、石油、鉄鋼向けが減少し、前年同期比0.5％減少いたしました。ジャッキにつきまして

は、産業用機械、電子関連の設備投資が回復してきたため、前年同期比で受注高45.2％、売上高19.1％それぞれ増

加いたしました。その他の増減速機につきましては受注高で前年同期比2.9％、売上高で前年同期比26.0％それぞ

れ減少いたしました。歯車の受注高は自動車用、建設機械用及び鉄道・船舶用が大幅に増加したため、前年同期比

47.9％増加いたしました。売上高は鉄道・船舶、その他産業機械用が減少したものの、自動車用、建設機械用が大

きく増加したため、前年同期比19.3％増加いたしました。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6.5％増加し、売上高も前年同期比1.4％増加いたしました。 

工事事業につきましては、受注高は上下水道向けが減少しましたが、火力、原子力発電所向けが好調に推移し、

前年同期比16.5％増加いたしました。売上高も火力、原子力発電所向けが順調で、前年同期比7.4％増加いたしま

した。 

損益面につきましては、工事事業の好調な売上や経費の削減により、営業利益は５億81百万円（前年同期比

44.9％増）、経常利益は５億83百万円（前年同期比53.1％増）、四半期純利益は資産除去債務の影響により２億20

百万円（前年同期比8.9％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２四半期累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１億75百万円増加

し64億23百万円となりました。これは主に売上債権が74百万円、たな卸資産が１億39百万円減少しましたが、現

金及び預金が４億３百万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８百万円増加し34億42百万円となりました。これは主に投資有価証券が52百万

円減少しましたが、有形固定資産が16百万円、無形固定資産が21百万円、繰延税金資産が23百万円増加したこと

によるものであります。 

 流動負債は前事業年度末に比べ54百万円増加し28億16百万円となりました。これは主に１年内返済予定の長期

借入金が12百万円、賞与引当金が２億97百万円減少しましたが、仕入債務が92百万円、短期借入金が80百万円、

未払法人税等が１億59百万円、未払金が23百万円、設備支払手形が19百万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とほぼ同額の17億83百万円となりました。これは主に長期借入金が２億72百万円減少

しましたが、リース債務が31百万円、退職給付引当金が17百万円増加し、資産除去債務を２億19百万円新たに計

上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１億29百万円増加し52億66百万円となりました。これは主にその他有価証券評価

差額金が33百万円減少しましたが、利益剰余金が１億63百万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 -



 ②キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期累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、14億10百万円（前年同

四半期比51.0％増）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）  

 営業活動により得られた資金は、７億56百万円（前年同四半期は４億64百万円の支出）となりました。これは

主に、税引前四半期純利益３億83百万円、減価償却費１億74百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額

１億86百万円、売上債権の減少２億３百万円、たな卸資産の減少１億39百万円、仕入債務の増加92百万円等の収

入に対し、賞与引当金の減少２億97百万円、割引手形の減少１億42百万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、72百万円（前年同四半期は67百万円の支出）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39百万円、有形固定資産の取得による支出が29百万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）   

 財務活動により支出した資金は、２億80百万円（前年同四半期は５億52百万円の収入）となりました。これは

主に、短期借入金の純増額80百円に対し、長期借入金の返済による支出２億84百万円、配当金の支払による支出

57百万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 

 通期の業績見通しにつきましては、歯車及び歯車装置事業のバルブ・コントロールは、第２四半期累計期間の受

注状況から判断すると売上高の減少が懸念されます。しかしながら、歯車は第２四半期累計期間と同様に、自動車

用及び建設機械用歯車が順調に推移するとみられます。工事事業につきましても、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２四半期累計期間の業績が好調であったことにより、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７月30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22

年10月29日）で別途公表しております「平成23年３月期第２四半期累計期間の業績予想値と実績値との差異ならび

に通期業績予想数値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 

（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。  

  

（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  

  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。 

  

２．その他の情報

3,937 190,006

204,945
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３．四半期財務諸表 
（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22年９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 1,410,979 1,007,846

受取手形及び売掛金 2,751,007 2,825,554

商品及び製品 119,045 184,392

仕掛品 576,717 614,225

原材料及び貯蔵品 1,224,940 1,261,742

その他 340,897 354,450

流動資産合計 6,423,588 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） 1,378,664 1,362,047

有形固定資産合計 2,637,262 2,620,645

無形固定資産 173,386 152,113

投資その他の資産   

投資有価証券 337,275 390,185

その他 300,234 276,323

貸倒引当金 △5,200 △5,200

投資その他の資産合計 632,309 661,309

固定資産合計 3,442,959 3,434,068

資産合計 9,866,547 9,682,280

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,514,912 1,422,682

短期借入金 80,000 －

1年内返済予定の長期借入金 566,500 578,500

未払法人税等 171,946 12,710

賞与引当金 161,701 458,788

その他 321,705 289,599

流動負債合計 2,816,765 2,762,279

固定負債   

長期借入金 770,000 1,042,500

退職給付引当金 538,756 521,643

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 219,299 －

その他 216,524 184,913

固定負債合計 1,783,751 1,783,219

負債合計 4,600,516 4,545,499
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９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 3,009,965 2,846,233

自己株式 △23,789 △23,103

株主資本合計 5,223,323 5,060,278

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 42,706 76,503

評価・換算差額等合計 42,706 76,503

純資産合計 5,266,030 5,136,781

負債純資産合計 9,866,547 9,682,280
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（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 5,006,232 5,170,280

売上原価 3,603,121 3,571,324

売上総利益 1,403,110 1,598,955

販売費及び一般管理費 1,001,636 1,017,266

営業利益 401,474 581,689

営業外収益   

受取利息 94 103

受取配当金 5,839 5,603

助成金収入 － 10,074

その他 4,119 7,294

営業外収益合計 10,053 23,077

営業外費用   

支払利息 23,108 19,836

手形売却損 4,305 －

その他 2,720 967

営業外費用合計 30,135 20,804

経常利益 381,392 583,961

特別利益   

固定資産売却益 － 10

貸倒引当金戻入額 100 －

関係会社清算益 27,332 －

特別利益合計 27,432 10

特別損失   

固定資産売却損 5,562 79

固定資産除却損 511 5,492

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 － 186,068

特別損失合計 6,073 200,648

税引前四半期純利益 402,751 383,324

法人税等 160,697 162,759

四半期純利益 242,053 220,564
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（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 402,751 383,324

減価償却費 175,033 174,546

受取利息及び受取配当金 △5,934 △5,707

支払利息 23,108 19,836

為替差損益（△は益） 61 58

有形固定資産売却損益（△は益） 5,562 68

有形固定資産除却損 511 5,492

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 186,068

関係会社清算損益（△は益） △27,332 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △363,782 △297,087

退職給付引当金の増減額（△は減少） 51,282 17,112

売上債権の増減額（△は増加） 709,011 203,897

たな卸資産の増減額（△は増加） 473,855 139,657

仕入債務の増減額（△は減少） △800,903 92,230

割引手形の増減額（△は減少） △710,054 △142,334

その他 △90,275 △5,380

小計 △157,105 771,785

利息及び配当金の受取額 5,934 5,707

利息の支払額 △24,052 △18,914

法人税等の支払額 △289,070 △2,053

営業活動によるキャッシュ・フロー △464,293 756,525

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 △142,883 △29,298

有形固定資産の売却による収入 397 45

無形固定資産の取得による支出 △6,134 △39,311

投資有価証券の取得による支出 △1,728 △4,015

関係会社の整理による収入 82,639 －

その他 5 △174

投資活動によるキャッシュ・フロー △67,703 △72,755

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） 282,000 80,000

長期借入れによる収入 600,000 －

長期借入金の返済による支出 △275,500 △284,500

リース債務の返済による支出 △9,940 △17,748

自己株式の取得による支出 △509 △686

配当金の支払額 △43,369 △57,643

財務活動によるキャッシュ・フロー 552,680 △280,578

現金及び現金同等物に係る換算差額 △61 △58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 20,621 403,133

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 934,264 1,410,979
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 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２四半期累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９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） 

 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  3,508,576  1,661,704  5,170,280

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －

計   3,508,576  1,661,704  5,170,280

セグメント利益  79,302  502,387  581,689

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（１）生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 

当第２四半期累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２四半期累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２四半期累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２四半期累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９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  3,438,970  100.0   －

工事事業   －  －  －

合計  3,438,970  100.0  －

セグメントの名称 

当第２四半期累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９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  3,324,716  63.7   －

工事事業    1,893,832  36.3  －

合計  5,218,548  100.0  －

セグメントの名称 

当第２四半期累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９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  3,508,576  67.9   －

工事事業     1,661,704  32.1  －

合計  5,170,280  100.0  －
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