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1.  平成23年3月期の業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 10,511 6.9 937 63.9 924 67.0 263 △18.1

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

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 ％ ％ ％

23年3月期 18.52 ― 5.0 9.0 8.9
22年3月期 22.61 ― 6.4 5.5 5.8

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22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

23年3月期 10,974 5,313 48.4 374.06
22年3月期 9,682 5,136 53.1 361.54

（参考） 自己資本  23年3月期  5,313百万円 22年3月期  5,136百万円

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

23年3月期 1,191 △124 △182 1,892
22年3月期 450 △179 △175 1,007

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00 56 17.7 1.1
23年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 71 27.0 1.4

24年3月期(予想) ― 0.00 ― 4.00 4.00 56.8

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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) 4,400 △14.9 80 △86.2 70 △88.0 40 △81.9 2.82
通期 9,000 △14.4 220 △76.5 200 △78.4 100 △62.0 7.04



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） 23年3月期 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 74,370 株 22年3月期 71,772 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 14,206,478 株 22年3月期 14,209,988 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は
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、添付資
料２ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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（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、米国経済の回復やアジア・新興国の高成長並びに国内の個人消費の持ち直しを受け

て、穏やかな景気の回復がみられました。しかし３月11日の東日本大震災により広範囲に多大な被害が発生いたし

ました。当社も東北地方に２拠点を設けており、仙台事業所（宮城県仙台市青葉区）は建物内部の一部が損壊いた

しましたが軽微であったため数日で業務を再開いたしております。福島サービスセンター（福島県双葉郡楢葉町）

につきましては建物内部の一部損壊に加え、警戒区域となっているため業務を停止しております。 

当社のセグメント別受注概況は、歯車及び歯車装置事業ではバルブ・コントロールは輸出が落ち込みましたが、

ジャッキ及びその他の増減速機は好調に推移いたしました。また歯車につきましては主要需要先である自動車、建

設機械向けの受注が回復いたしました。これにより歯車及び歯車装置事業では大幅に受注は増加いたしました。工

事事業では電力向けの受注が順調に推移し大幅な増加となりました。 

  その結果、当期の受注高は105億32百万円（前期比11.4％増）、売上高は105億11百万円（前期比6.9％増）とな

りました。一方、当期末の受注残高は32億55百万円（前期末比0.7％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、鉄鋼向けが増加したものの、原子力発電所、船舶、輸出、上下水道向けが減少したため、

前期比2.8％減少いたしました。売上高は、輸出、上下水道、石油向けが減少したものの、火力発電所、原子力発

電所、船舶、鉄鋼向けが増加したため、前期比3.3％増加いたしました。ジャッキにつきましては、産業用機械、

電子関連向けの設備投資の回復に伴い、受注高は前期比28.2％、売上高は前期比14.8％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、受注高で前期比20.1％増加し、売上高で前期比13.6％減少いたしました。

歯車の受注高は自動車用、建設機械用、その他産業機械用が大幅に増加したため、前期比40.0％増加いたしまし

た。売上高は鉄道・船舶用、その他産業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、前期

比21.1％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、受注高は前期比12.6％増加し、売上高も

前期比6.1％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いたしましたが、火力発電所、原子力発電所向けが増加

し、前期比9.2％増加いたしました。売上高は上下水道、石油向けが減少いたしましたが、火力発電所、原子力発

電所向けが増加し、前期比8.6％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歯車事業の持ち直しにより、営業利益は９億37百万円（前期比

63.9％増）、経常利益は９億24百万円（前期比67.0％増）、当期純利益は資産除去債務及び東日本大震災に伴う被

災事業所である福島サービスセンター等の被災金額を特別損失として費用計上したことにより２億63百万円（前期

比18.1％減）となりました。 

②次期の見通し 

 今後の見通しにつきましては、世界経済はばらつきがみられるものの総じて回復を続けておりますが、国内は持

ち直しに転じたとみられた景気が東日本大震災による影響を受けております。経済活動は部品供給の寸断や電力不

足による生産の停滞、消費の冷え込みなどにより当面の間落ち込むことが避けられない状況です。その後は復興需

要により景気は回復に向かうことが予想されますが、下振れのリスクも多く不透明感は拭えない状況にあります。

 なお、東日本大震災への対応といたしましては、産業基盤の一翼を担う企業として最大限の努力で復旧に向けて

取り組んでまいります。福島サービスセンターにつきましては拠点を移して業務再開に向けて努力してまいりま

す。また懸念される夏期電力不足の対応につきましては、電力供給状況に合わせた工場の効率的稼動を目指してま

いります。 

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んでまいり

ます。 

 そのような中、福島第一原子力発電所の事故によりメンテナンスの失注や、夏期の電力不足を補うため各発電所

の稼働によりメンテナンスの延期等で工事事業に大幅な受注の減少が予想されるため、平成23年度は売上高90億

円、営業利益２億20百万円、経常利益２億円、当期純利益１億円を目標といたします。 

  

１．経営成績
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（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13億98百万円（前年同期比22.4％）増加し76億46百万円となりました。これは

主に現金及び預金が８億84百万円、受取手形が２億41百万円、売掛金が１億39百万円、たな卸資産が57百万円、繰

延税金資産が92百万円増加したことによるものであります。固定資産は、前事業年度末と比べ１億５百万円（同

3.1％）減少し33億28百万円となりました。これは主にリース資産が47百万円、繰延税金資産が31百万円増加しま

したが、投資有価証券の時価評価が42百万円、建物が25百万円、機械及び装置が95百万円、工具、器具及び備品が

29百万円減少したことによるものであります。 

 流動負債は、前事業年度末と比べ８億89百万円（同32.2％）増加し36億52百万円となりました。これは主に支払

手形が２億３百万円、買掛金が60百万円、未払法人税等が３億94百万円、賞与引当金が１億41百万円、設備支払手

形が59百万円増加したことによるものであります。固定負債は、前事業年度末と比べ２億25百万円（同12.7％）増

加し20億８百万円となりました。これは主に長期借入金が74百万円減少しましたが、リース債務が34百万円、資産

除去債務が２億19百万円、退職給付引当金が41百万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１億77万円（同3.4％）増加し53億13百万円となりました。これは主にその

他有価証券評価差額金が28百万円減少しましたが、利益剰余金が２億６百万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、18億92百万円となり前事業年度末と

比べ８億84百万円（前年同期比87.8％）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、11億91百万円（前年同期比164.7％増）となりました。これは主に、税

引前当期純利益６億69百万円、減価償却費３億68百万円、仕入債務の増加２億64百万円、賞与引当金の増加

１億41百万円、資産除去債務に伴う影響額１億86百万円、災害損失49百万円、退職給付引当金の増加41百万

円等の収入に対し、売上債権の増加２億45百万円、たな卸資産の増加63百万円、割引手形の減少１億42百万

円、法人税等の支払い１億23百万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、１億24百万円（前年同期比31.0％減）でありました。これは主に有形固

定資産の取得による支出65百万円、無形固定資産の取得による支出51百万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、１億82百万円（前年同期比3.9％増）となりました。これは主に、長期

借入金の調達による収入５億円に対し、長期借入金の返済による支出が５億78百万円、リース債務の返済に

よる支出が44百万円、配当金の支払額59百万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21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

自己資本比率（％）  46.4  53.1  48.4

時価ベースの自己資本比率（％）  29.4  59.1  44.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（年）  
 2.1  4.1  1.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ  16.5  9.7  29.9
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（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。 

 当期の期末配当金につきましては、上記の観点から検討いたしました結果、前期に比し１円増配とし、１株につ

き５円とさせていただきたいと存じます。また、次期につきましては、減収、減益が見込まれるため１株当たり４

円（期末４円）の配当を予定しております。 

  

（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。歯車装置及び工事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、歯車及び歯車装置を製造、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。 

⑦製品、メンテナンスの品質について 

 当社の歯車装置は発電所や上下水道などインフラ設備に使用されており、歯車は自動車や建設機械等に使用され

ております。当社は製品の製造、メンテナンスについては品質管理体制を整えて取り組んでおりますが、予期せぬ

原因で製品、メンテナンスに重大な欠陥が生じた場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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 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。 

（注）主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。  

  

（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 

  歯車及び歯車装置事業では、バルブ・コントロールにつきましては、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、設備投資が伸び悩んで

いることから既存顧客への営業基盤をより強固にしつつ、新たな顧客層を開拓し、またジャッキを組み合わせた昇

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、リプレースの提案営業に取り組んで

まいります。歯車につきましては、自動車用、建設機械用、その他産業機械用の需要に応えるべく生産性の向上を

推し進め、収益力の強化に取り組んでまいります。工事事業では、引き続き人材の育成と強化を図り、発電所、石

油・ガス、上下水道向けへのメンテナンスの拡販に注力してまいります。 

  

（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。  

  

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
歯車及び歯車装置事業、

工事事業 

被所有 

 22.95

当社製品の販売 

役員の兼任等…無 

３．経営方針
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,007,846 1,892,268

受取手形 1,113,068 1,354,126

売掛金 1,712,485 1,851,925

商品及び製品 184,392 183,992

仕掛品 614,225 714,075

原材料及び貯蔵品 1,261,742 1,220,060

前払費用 19,760 21,124

繰延税金資産 229,116 321,185

その他 105,573 87,596

流動資産合計 6,248,212 7,646,353

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  1,843,196 ※1  1,955,623

減価償却累計額 △1,334,671 △1,473,057

建物（純額） ※1  508,525 ※1  482,565

構築物 129,269 110,198

減価償却累計額 △121,013 △102,036

構築物（純額） 8,256 8,162

機械及び装置 ※1  5,414,224 ※1  5,287,809

減価償却累計額 △4,878,986 △4,848,087

機械及び装置（純額） ※1  535,237 ※1  439,721

車両運搬具 1,900 1,900

減価償却累計額 △1,861 △1,880

車両運搬具（純額） 38 19

工具、器具及び備品 1,761,440 1,595,218

減価償却累計額 △1,670,252 △1,533,597

工具、器具及び備品（純額） 91,187 61,621

土地 ※1  1,258,597 ※1  1,258,597

リース資産 249,797 342,640

減価償却累計額 △37,459 △82,403

リース資産（純額） 212,337 260,237

建設仮勘定 6,464 －

有形固定資産合計 2,620,645 2,510,926

無形固定資産   

電話加入権 19,251 19,251

ソフトウエア 106,652 121,055

借地権 21,047 21,047

その他 5,162 4,944
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

無形固定資産合計 152,113 166,298

投資その他の資産   

投資有価証券 390,185 347,960

長期貸付金 160 －

施設利用会員権 5,200 5,200

繰延税金資産 211,170 242,658

その他 59,792 60,761

貸倒引当金 △5,200 △5,200

投資その他の資産合計 661,309 651,380

固定資産合計 3,434,068 3,328,605

資産合計 9,682,280 10,974,959

負債の部   

流動負債   

支払手形 871,381 1,074,799

買掛金 551,300 611,951

1年内返済予定の長期借入金 ※1  578,500 ※1  574,500

リース債務 35,694 52,230

未払金 179,764 171,839

未払法人税等 12,710 407,294

未払費用 11,985 11,765

賞与引当金 458,788 599,984

役員賞与引当金 － 25,493

前受金 19,756 12,232

預り金 19,152 27,134

その他 23,246 82,959

流動負債合計 2,762,279 3,652,185

固定負債   

長期借入金 ※1  1,042,500 ※1  968,000

役員退職慰労引当金 19,630 15,630

リース債務 179,913 214,395

退職給付引当金 521,643 562,782

環境対策引当金 14,532 23,541

長期預り金 5,000 5,000

資産除去債務 － 219,624

固定負債合計 1,783,219 2,008,973

負債合計 4,545,499 5,661,158
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23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   

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 1,222,158 1,428,392

利益剰余金合計 2,846,233 3,052,467

自己株式 △23,103 △23,921

株主資本合計 5,060,278 5,265,694

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 76,503 48,106

評価・換算差額等合計 76,503 48,106

純資産合計 5,136,781 5,313,800

負債純資産合計 9,682,280 10,974,959
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 9,828,921 10,511,130

売上原価   

製品期首たな卸高 217,875 184,392

当期製品製造原価 7,116,416 7,353,106

合計 7,334,292 7,537,498

製品期末たな卸高 184,392 183,992

製品売上原価 ※1, ※6  7,149,899 ※1, ※6  7,353,506

売上総利益 2,679,021 3,157,624

販売費及び一般管理費   

荷造費 72,793 75,180

運搬費 59,315 61,453

役員報酬 92,640 95,100

給料 650,854 660,830

賞与引当金繰入額 183,444 180,432

役員賞与引当金繰入額 － 23,600

退職給付費用 152,173 132,759

福利厚生費 163,533 187,679

減価償却費 47,392 48,976

租税公課 45,218 46,035

賃借料 139,078 113,766

その他 500,875 594,699

販売費及び一般管理費合計 ※1  2,107,319 ※1  2,220,514

営業利益 571,702 937,109

営業外収益   

受取利息 211 190

受取配当金 8,143 8,169

助成金収入 26,910 13,100

その他 7,152 10,621

営業外収益合計 42,418 32,082

営業外費用   

支払利息 47,314 39,649

手形売却損 6,538 －

為替差損 3,866 1,743

その他 2,822 3,264

営業外費用合計 60,542 44,657

経常利益 553,578 924,534
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 100 －

関係会社清算益 27,332 －

固定資産売却益 － ※2  10

特別利益合計 27,432 10

特別損失   

固定資産売却損 ※3  5,698 ※3  79

固定資産除却損 ※4  1,087 ※4  10,504

減損損失 ※5  2,146 －

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

災害による損失 － 49,334

特別損失合計 8,932 254,995

税引前当期純利益 572,078 669,549

法人税、住民税及び事業税 216,017 510,606

法人税等調整額 34,720 △104,122

法人税等合計 250,738 406,483

当期純利益 321,340 263,066
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製造原価明細書

    
前事業年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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    2,732,020  39.1  3,024,457  40.6

Ⅱ 労務費    2,338,848  33.5  2,429,579  32.6

Ⅲ 経費    1,915,722  27.4  1,998,920  26.8

（内 外注加工費）    (602,031)    (675,853)   

（内 減価償却費）    (292,306)    (281,458)   

当期総製造費用    6,986,592  100.0  7,452,956  100.0

期首仕掛品たな卸高    744,050    614,225   

合計    7,730,642    8,067,181   

期末仕掛品たな卸高    614,225    714,075   

当期製品製造原価    7,116,416    7,353,106   

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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 
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 1,600,000 1,600,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,600,000 1,600,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 943,453 1,222,158

当期変動額   

剰余金の配当 △42,635 △56,832

当期純利益 321,340 263,066

当期変動額合計 278,704 206,233
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当期末残高 1,222,158 1,428,392

利益剰余金合計   

前期末残高 2,567,528 2,846,233

当期変動額   

剰余金の配当 △42,635 △56,832

当期純利益 321,340 263,066

当期変動額合計 278,704 206,233

当期末残高 2,846,233 3,052,467

自己株式   

前期末残高 △22,023 △23,103

当期変動額   

自己株式の取得 △1,080 △817

当期変動額合計 △1,080 △817

当期末残高 △23,103 △23,921

株主資本合計   

前期末残高 4,782,653 5,060,278

当期変動額   

剰余金の配当 △42,635 △56,832

当期純利益 321,340 263,066

自己株式の取得 △1,080 △817

当期変動額合計 277,624 205,415

当期末残高 5,060,278 5,265,694

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 50,770 76,503

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25,732 △28,396

当期変動額合計 25,732 △28,396

当期末残高 76,503 48,106

評価・換算差額等合計   

前期末残高 50,770 76,503

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25,732 △28,396

当期変動額合計 25,732 △28,396

当期末残高 76,503 48,106
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 4,833,424 5,136,781

当期変動額   

剰余金の配当 △42,635 △56,832

当期純利益 321,340 263,066

自己株式の取得 △1,080 △817

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25,732 △28,396

当期変動額合計 303,356 177,019

当期末残高 5,136,781 5,313,800
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 572,078 669,549

減価償却費 367,065 368,211

貸倒引当金の増減額（△は減少） △110 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △69,814 141,196

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △9,162 △4,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 105,599 41,139

その他の引当金の増減額（△は減少） － 34,502

受取利息及び受取配当金 △8,355 △8,360

支払利息 47,314 39,649

有形固定資産除却損 1,087 10,504

減損損失 2,146 －

災害損失 － 49,334

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 186,068

為替差損益（△は益） 40 62

有形固定資産売却損益（△は益） 5,698 68

関係会社清算損益（△は益） △27,332 －

売上債権の増減額（△は増加） 730,107 △245,687

たな卸資産の増減額（△は増加） 526,460 △63,420

仕入債務の増減額（△は減少） △639,985 264,068

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,787 △17,570

割引手形の増減額（△は減少） △567,720 △142,334

その他の資産の増減額（△は増加） △25,571 19,724

その他の負債の増減額（△は減少） △21,433 3,757

小計 989,901 1,346,466

利息及び配当金の受取額 8,355 8,360

利息の支払額 △46,493 △39,819

法人税等の支払額 △501,545 △123,434

営業活動によるキャッシュ・フロー 450,217 1,191,573

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 427 45

有形固定資産の取得による支出 △232,704 △65,286

投資有価証券の取得による支出 △3,297 △5,605

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 △33,052 △51,961

投資その他の資産の増減額（△は増加） 5,849 △1,554

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 △179,975 △124,202
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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） △120,000 －

長期借入れによる収入 600,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △585,500 △578,500

リース債務の返済による支出 △25,632 △44,446

配当金の支払額 △43,785 △59,122

自己株式の取得による支出 △1,080 △817

財務活動によるキャッシュ・フロー △175,997 △182,886

現金及び現金同等物に係る換算差額 △40 △62

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 94,203 884,422

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期末残高 ※  1,007,846 ※  1,892,268
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該当事項はありません。  

  

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）重要な会計方針

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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 

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。 

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 

  

(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 
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前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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)役員賞与引当金 

   役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。 

（追加情報） 

 取締役会決議に基づき、役員に対して賞与を支給

することとなったため、当事業年度において、役員

賞与引当金を計上しております。  

(3)役員退職慰労引当金 (4)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 (5)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 (6)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 
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前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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 

（７）会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

――――――― （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当事業年度より、「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、経常利益はそれぞれ7,874千

円、税引前当期純利益は193,943千円減少しております。 

（８）表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

（貸借対照表） ――――――― 

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

  

（損益計算書） ――――――― 

 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
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（９）財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成22年３月31日） 

当事業年度 
（平成23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

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

※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。 

68,500

68,500

  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

  簿価   

建物 399,409千円

機械及び装置 92,782千円

土地 128,055千円

合計 620,247千円

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 142,334千円 ――――――― 

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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

163,350千円 

 ※１  一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

175,396千円 

          ―――――――    ※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10

   計 千円10

※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

※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79

   計 千円79

※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

※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4,373

機械及び装置 千円3,756

工具、器具及び備品 千円2,374

   計  千円10,504
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前事業年度（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 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※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。 

4,447千円 

 ※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。 

42,592千円 

（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）  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
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当事業年度（自平成22年４月１日 至平成23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2,598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）  71,772  2,598  －  74,370

合計  71,772  2,598  －  74,370

  
（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22年６月23日 

定時株主総会 
普通株式  56,832  4.0 平成22年３月31日 平成22年６月24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23年６月23日 

定時株主総会 
普通株式  71,028 利益剰余金  5.0 平成23年３月31日 平成23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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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22年３月31日現在） （平成23年３月31日現在） 

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

現金及び預金勘定 1,892,268千円

現金及び現金同等物 1,892,268千円
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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 

 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。  

 歯車及び歯車装置事業における生産設備（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  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

  
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  334,694  230,275  104,418

工具、器具及

び備品 
 32,172  31,538  633

その他  26,023  17,767  8,256

合計  392,889  279,581  113,308

(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 91,809千円

１年超 163,399千円

合計 255,208千円

１年内 46,720千円

１年超 76,163千円

合計 122,883千円

(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 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 

支払リース料 88,513千円 

減価償却費相当額 78,678千円 

支払利息相当額 6,427千円 

(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 
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前事業年度（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）
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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
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（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。 

   

当事業年度（自平成22年４月１日 至平成23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。 

  

  
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
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(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。 

  

２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成23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  1,892,268  1,892,268  －   

(2）受取手形及び売掛金  3,206,051  3,206,051  －   

(3）投資有価証券  336,947  336,947  －   

 資産計  5,435,267  5,435,267  －   

(1）支払手形及び買掛金  1,686,751  1,686,751  －   

(2）未払金  171,839  171,839  －   

(3）未払法人税等  407,294  407,294  －   

(4) 長期借入金（１年内返済予定

を含む） 
 1,542,500  1,542,306  193   

(5) リース債務  266,625  268,336  1,711   

 負債計  4,075,010  4,076,528  1,904   

 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
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（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 

  

前事業年度（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。  

   

  
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  1,892,268  －  －  －  －  －

受取手形及び売掛金  3,206,051  －  －  －  －  －

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  5,098,320  －  －  －  －  －

  
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  574,500  442,500  310,500  165,000  50,000  －

リース債務  52,230  53,523  53,965  53,148  40,356  13,400

合 計  626,730  496,023  364,465  218,148  90,356  13,400

（有価証券関係）

  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
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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。 

  

当事業年度（平成23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22年４月１日 至平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

前事業年度（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。 

  

当事業年度（自平成22年４月１日 至平成23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。 

  

  前事業年度（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。 

  

  当事業年度（自平成22年４月１日 至平成23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。 

  

  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 285,255  181,301 103,954

(2)債券       

① 国債・地方債等 －  － －

② 社債 －  － －

③ その他 －  － －

(3)その他 －  － －

小計 285,255  181,301 103,954

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

(1)株式 51,691  74,618 △22,926

(2)債券       

① 国債・地方債等 －  － －

② 社債 －  － －

③ その他 －  － －

(3)その他 －  － －

小計 51,691  74,618 △22,926

合計 336,947  255,919 81,027

（デリバティブ取引関係）

（持分法損益等）
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  前事業年度（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。 

  

  当事業年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

   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。 

  

（関連当事者情報）

（税効果会計関係）

  前事業年度
(平成22年３月31日現在) 

当事業年度
(平成23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  7,431  7,441

未払事業税否認  3,153  32,273

たな卸資産評価損否認  59,114  74,718

賞与引当金否認   186,405  243,773

減価償却超過額  7,960  8,402

退職給付引当金否認  211,943  228,658

役員退職慰労引当金否認  7,975  6,350

一括償却資産超過額  8,231  5,154

環境対策引当金否認  5,904  9,564

資産除去債務過年度発生損益否認  －  75,599

災害損失否認  －  14,377

その他  5,766  2,370

繰延税金資産小計  503,888  708,686

評価性引当額  △11,245  △101,486

繰延税金資産合計  492,642  607,199

繰延税金負債     

その他有価証券評価差額金  △52,355  △32,921

除去費用（有形固定資産計上分）  －  △10,433

繰延税金負債合計  △52,355  △43,355

繰延税金資産(負債)合計の純額  440,287  563,844

  前事業年度
(平成22年３月31日現在) 

当事業年度
(平成23年３月31日現在) 

  (千円) (千円)

流動資産―繰延税金資産  229,116  321,185

固定資産―繰延税金資産  211,170  242,658
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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 

  

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 

  

  前事業年度
(平成22年３月31日現在) 

当事業年度
(平成23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   1.4  1.1

受取配当金等永久に益金に算入されない項目  △2.4  △0.3

役員賞与等永久に損金に算入されない項目  －  1.6

住民税均等割等  2.7  2.3

評価性引当額の増減   1.5  13.5

その他   0.0  1.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率  43.8  60.7

（退職給付関係）

    
前事業年度

（平成22年３月31日） 
当事業年度

（平成23年３月31日） 

(1) 退職給付債務（千円）  △4,174,981  △3,937,866

(2) 年金資産（千円）  2,513,662  2,264,801

(3)  未積立退職給付債務(1)＋(2)（千円）  △1,661,319  △1,673,065

(4) 会計基準変更時差異の未処理額（千円）  641,310  534,425

(5)  未認識数理計算上の差異（千円）  517,551  585,450

(6)  未認識過去勤務債務（債務の減額）（千円）  △19,186  △9,593

(7)  貸借対照表計上額純額(3)＋(4)＋(5)＋(6)（千円）  △521,643  △562,782

(8)  前払年金費用（千円）  －  －

(9)  退職給付引当金(7)-(8)（千円）  △521,643  △562,782

    
前事業年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日）

(1) 勤務費用（千円）  143,843  143,521

(2) 利息費用（千円）  102,590  99,772

(3)  期待運用収益（減算）（千円）  △35,326  △44,240

(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）  156,209  108,890

(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）  464,608  405,235
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

前事業年度（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。 

  

当事業年度（自平成22年４月１日 至平成23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22年４月１日 至平成23年３月31日） 

   当社は、企業結合及び事業分離等を実施していないため、該当事項はありません。 

  

当事業年度末（平成23年３月31日） 

１．資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

イ 当該資産除去債務の概要 

 当社は本社工場の一部に使用されている有害物質を除去する義務に関して資産除去債務を計上しております。

また、事業所の一部は、設置の際に土地所有者との事業用定期借地権契約を締結しており、賃借期間終了による

原状回復義務に関し資産除去債務を計上しております。  

ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法 

 資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間を取得から30年から45年と見積り、割引率は2.134％から

0.424％を使用して資産除去債務の金額を算定しております。  

ハ 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減  

（注）当事業年度より「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

たことによる期首時点における残高であります。 

  

    
前事業年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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（％）  1.76  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

（ストック・オプション等関係）

（企業結合等関係）

（資産除去債務関係）

期首残高（注） 千円 204,945

有形固定資産の取得に伴う増加額 千円 14,028

時の経過による調整額 千円 650

その他増減額（△は減少） 千円 －

期末残高 千円 219,624
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２．資産除去債務のうち貸借対照表に計上していないもの 

イ 当該資産除去債務の概要 

 当社は、賃貸借契約に基づき使用する一部の事務所等について、退去時における原状回復に係る債務を有して

おります。又、本社工場の土地において、工場移転等が発生した場合に土地を浄化する債務を有しております。

しかしながら、現在のところ移転等の予定もなく、かつ、土地の汚染に関しては汚染範囲が明確でないことか

ら、資産除去債務を合理的に見積ることができません。そのため、当該資産に見合う除去債務を計上しておりま

せん。  

  

当事業年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

当社は、賃貸等不動産を有していないため、該当事項はありません。 

  

当事業年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

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、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と同一であります。

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 （単位：千円）

  

（賃貸等不動産関係）

（セグメント情報等）

ａ．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       

外部顧客への売上高  6,554,176  3,274,744  9,828,921

セグメント間の内部売上高又は
振替高 

 －  －  －

計   6,554,176  3,274,744  9,828,921

セグメント利益    △242,961  814,663  571,702

セグメント資産    3,058,056  1,476,347  4,534,403

その他の項目  

減価償却費  268,376  26,367  294,744

有形固定資産及び無形固定資産
の増加額  169,373  51,000  220,373
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当事業年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

 （単位：千円）

   

４．報告セグメント合計額と財務諸表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） 

（単位：千円）

（注）各報告セグメントに配分していない全社資産であり、その主なものは当社の現金及び預金及び管理部門に係

る資産等であります。 

  

（単位：千円）

（注）１．減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。 

２．有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社管理部門に係る設備投資額であります。 

  

当事業年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

  

  
報告セグメント

合計
歯車及び歯車装置 工事

売上高       

外部顧客への売上高  6,955,932  3,555,197  10,511,130

セグメント間の内部売上高又は
振替高 

 －  －  －

計   6,955,932  3,555,197  10,511,130

セグメント利益  △67,675  1,004,784  937,109

セグメント資産    2,947,922  1,483,487  4,431,409

その他の項目  

減価償却費  253,980  29,146  283,126

有形固定資産及び無形固定資産
の増加額  311,758  41,900  353,659

資産 前事業年度 当事業年度

報告セグメント計  4,534,403  4,431,409

「その他」の区分の資産 － －

全社資産（注）  5,147,877  6,543,549

財務諸表の資産合計  9,682,280  10,974,959

その他の項目 

報告セグメント計 調整額 財務諸表計上額

前事業年度 当事業年度 前事業年度 当事業年度 前事業年度 当事業年度

減価償却費  294,744  283,126  72,321  84,434  367,065  367,561

有形固定資産及び無
形固定資産の増加額  220,373  353,659  54,825  153,422  275,198  507,081

ｂ．関連情報

（単位：千円）

  歯車及び歯車装置 工事 合計 

外部顧客への売上高  6,955,932  3,555,197  10,511,130
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２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

  本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

  

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を

省略しております。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

   

当事業年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

当事業年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

 当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第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。  

  

（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。  

  

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

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

１株当たり純資産額 円06銭 374

１株当たり当期純利益金額 円 銭 18 52

 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21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当期純利益（千円）  321,340  263,066

普通株式に係る当期純利益（千円）  321,340  263,066

期中平均株式数（株）  14,209,988  14,206,478

（重要な後発事象）
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（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。  

  

（２）生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 

当事業年度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 

当事業年度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 

当事業年度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。  

  

５．その他

セグメントの名称 

当事業年度
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

金額（千円） 構成比率（％） 前年同期比（％）

歯車及び歯車装置事業  6,941,386  100.0   6.4

工事事業   －  －  －

合計  6,941,386  100.0  6.4

セグメントの名称 

当事業年度
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

金額（千円） 構成比率（％） 前年同期比（％）

歯車及び歯車装置事業  6,928,811  65.8   12.6

工事事業    3,603,604  34.2  9.2

合計  10,532,415  100.0  11.4

セグメントの名称 

当事業年度
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

金額（千円） 構成比率（％） 前年同期比（％）

歯車及び歯車装置事業  6,955,932  66.2   6.1

工事事業     3,555,197  33.8  8.6

合計  10,511,130  100.0  6.9
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