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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 5,101 △1.3 576 △0.9 557 △4.6 318 44.5
23年3月期第2四半期 5,170 3.3 581 44.9 583 53.1 220 △8.9

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

24年3月期第2四半期 22.43 ―

23年3月期第2四半期 15.53 ―

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

24年3月期第2四半期 11,005 5,536 50.3 389.81
23年3月期 10,974 5,313 48.4 374.06

（参考） 自己資本  24年3月期第2四半期  5,536百万円 23年3月期  5,313百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  有  
 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
24年3月期 ― 2.00

24年3月期（予想） ― 3.00 5.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 10,600 0.8 940 0.3 900 △2.7 600 128.1 42.24



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料３ページ「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 14,280,000 株 23年3月期 14,280,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 75,955 株 23年3月期 74,370 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 14,204,717 株 23年3月期2Q 14,207,062 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、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるものの、輸

出や個人消費は持ち直しの動きがみられ、企業による設備投資は下げ止まりの傾向を示しております。加えて震災に

よる供給面の制約がほぼ解消する中で、生産活動が増加するにつれて回復がみられました。 

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、ジャッキ及びその他の増減速

機については復旧需要が強く大幅に増加いたしました。また歯車につきましては鉄道・船舶向けの受注が旺盛で増加

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。工事事業では震災の影響で、

保守点検が中止や見送りになり受注は減少いたしました。 

その結果、当第２四半期累計期間の受注高は57億９百万円（前年同期比9.4％増）、売上高は51億１百万円（前年

同期比1.3％減）となりました。一方、当第２四半期会計期間末の受注残高は38億63百万円（前事業年度末比18.7％

増）となりました。 

損益面につきましては、東日本大震災の影響を受け工事事業の売上が減少したものの、広範な復旧・復興需要に支

えられ営業利益は５億76百万円（前年同期比0.9％減）、経常利益は５億57百万円（前年同期比4.6％減）、四半期純

利益は３億18百万円（前年同期比44.5％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、

原子力発電所、船舶、上下水道、石油向けは減少したものの、震災復旧による火力発電所向けが大幅に増加したこと

や輸出、鉄鋼、化学向けも増加したことにより前年同期比14.4％増加いたしました。売上高は、火力発電所、石油、

鉄鋼向けは増加したものの、原子力発電所、輸出、上下水道、船舶向けが減少したため、前年同期比5.6％減少いた

しました。ジャッキにつきましては、産業用機械、電子関連向けの設備投資が回復の傾向が強まり、前年同期比で受

注高23.7％、売上高32.1％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26.9％、売上高

で前年同期比8.5％増加いたしました。歯車の受注高は自動車用、その他産業用は減少したものの、建設機械用、鉄

道・船舶用が増加したため、前年同期比16.5％増加いたしました。売上高は自動車用、鉄道・船舶用が減少したもの

の、建設機械用、その他産業用が増加したため、前年同期比6.4％増加いたしました。この結果、歯車及び歯車装置

事業では、受注高は前年同期比17.4％増加し、売上高も前年同期比2.8％増加いたしました。 

工事事業につきましては、受注高は一部火力発電所における震災復旧工事の増加に加え、上下水道向けの増加もあ

りましたが、震災の影響による原子力発電所向けが大幅な減少となり、前年同期比4.6％減少いたしました。売上高

も同様に原子力発電所向けが大幅な減少となり、前年同期比10.0％減少いたしました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四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１億70百万円増加し

78億16百万円となりました。これは主に売上債権が２億15百万円、繰延税金資産が60百万円減少しましたが、現金

及び預金が３億３百万円、たな卸資産が１億28百万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１億39百万円減少し31億88百万円となりました。これは主に有形固定資産が98百

万円、投資有価証券が42百万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２億64百万円減少し33億87百万円となりました。これは主に仕入債務が71百万

円、短期借入金が３億33百万円、１年内償還予定の社債が80百万円増加しましたが、１年内返済予定の長期借入金

が55百万円、未払法人税等が２億32百万円、賞与引当金が４億43百万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に比べ71百万円増加し20億80百万円となりました。これは主に長期借入金が２億47百万

円減少しましたが、社債が３億20百万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２億23百万円増加し55億36百万円となりました。これは主に利益剰余金が２億47百

万円増加したことによるものであります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



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、21億95百万円（前年同四

半期比55.6％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、61百万円（前年同四半期は７億56百万円の収入）となりました。これは主

に、税引前四半期純利益５億49百万円、減価償却費１億68百万円、売上債権の減少２億45百万円、仕入債務の増

加71百万円、退職給付引当金の増加23百万円等の収入に対し、賞与引当金の減少４億43百万円、たな卸資産の増

加１億28百万円、法人税等の支払い４億11百万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、91百万円（前年同四半期は72百万円の支出）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84百万円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、３億33百万円（前年同四半期は２億80百万円の支出）となりました。これは

主に、短期借入金の純増額３億33百万円、社債の発行による収入４億円に対し、長期借入金の返済による支出が

３億２百万円、リース債務の返済による支出が25百万円、配当金の支払額70百万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 

 平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年10月26日に公表しました数値から変更はございません。 

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（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。 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,892,268 2,195,568

受取手形及び売掛金 3,206,051 2,990,230

商品及び製品 183,992 124,543

仕掛品 714,075 820,633

原材料及び貯蔵品 1,220,060 1,301,757

その他 429,905 383,928

流動資産合計 7,646,353 7,816,662

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,258,597 1,258,597

その他（純額） 1,252,328 1,153,519

有形固定資産合計 2,510,926 2,412,117

無形固定資産 166,298 153,423

投資その他の資産   

投資有価証券 347,960 305,047

その他 308,620 323,363

貸倒引当金 △5,200 △5,200

投資その他の資産合計 651,380 623,210

固定資産合計 3,328,605 3,188,751

資産合計 10,974,959 11,005,414

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,686,751 1,758,548

短期借入金 － 333,500

1年内償還予定の社債 － 80,000

1年内返済予定の長期借入金 574,500 519,500

未払法人税等 407,294 174,973

賞与引当金 599,984 156,815

役員賞与引当金 25,493 －

その他 358,160 364,211

流動負債合計 3,652,185 3,387,549

固定負債   

社債 － 320,000

長期借入金 968,000 720,500

退職給付引当金 562,782 586,726

役員退職慰労引当金 15,630 15,630

環境対策引当金 23,541 23,541

資産除去債務 219,624 219,951



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

その他 219,395 194,613

固定負債合計 2,008,973 2,080,962

負債合計 5,661,158 5,468,511

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 3,052,467 3,300,092

自己株式 △23,921 △24,450

株主資本合計 5,265,694 5,512,791

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 48,106 24,110

評価・換算差額等合計 48,106 24,110

純資産合計 5,313,800 5,536,902

負債純資産合計 10,974,959 11,005,414



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 5,170,280 5,101,621

売上原価 3,571,324 3,562,132

売上総利益 1,598,955 1,539,489

販売費及び一般管理費 1,017,266 963,025

営業利益 581,689 576,464

営業外収益   

受取利息 103 90

受取配当金 5,603 5,708

助成金収入 10,074 －

その他 7,294 3,072

営業外収益合計 23,077 8,871

営業外費用   

支払利息 19,836 20,189

その他 967 7,805

営業外費用合計 20,804 27,995

経常利益 583,961 557,340

特別利益   

固定資産売却益 10 －

特別利益合計 10 －

特別損失   

固定資産売却損 79 2,881

固定資産除却損 5,492 504

投資有価証券評価損 － 4,430

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 200,648 7,815

税引前四半期純利益 383,324 549,524

法人税等 162,759 230,870

四半期純利益 220,564 318,653



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 383,324 549,524

減価償却費 174,546 168,137

受取利息及び受取配当金 △5,707 △5,799

支払利息 19,836 20,189

為替差損益（△は益） 58 33

投資有価証券評価損益（△は益） － 4,430

有形固定資産売却損益（△は益） 68 2,881

有形固定資産除却損 5,492 504

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 186,068 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △297,087 △443,168

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,112 23,943

売上債権の増減額（△は増加） 203,897 245,844

たな卸資産の増減額（△は増加） 139,657 △128,806

仕入債務の増減額（△は減少） 92,230 71,796

割引手形の増減額（△は減少） △142,334 －

その他 △5,380 △22,368

小計 771,785 487,143

利息及び配当金の受取額 5,707 5,799

利息の支払額 △18,914 △19,729

法人税等の支払額 △2,053 △411,853

営業活動によるキャッシュ・フロー 756,525 61,359

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 △29,298 △84,972

有形固定資産の売却による収入 45 1,240

無形固定資産の取得による支出 △39,311 △8,126

投資有価証券の取得による支出 △4,015 △1,933

その他 △174 1,962

投資活動によるキャッシュ・フロー △72,755 △91,830

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） 80,000 333,500

長期借入金の返済による支出 △284,500 △302,500

リース債務の返済による支出 △17,748 △25,999

社債の発行による収入 － 400,000

自己株式の取得による支出 △686 △528

配当金の支払額 △57,643 △70,667

財務活動によるキャッシュ・フロー △280,578 333,804

現金及び現金同等物に係る換算差額 △58 △33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 403,133 303,299

現金及び現金同等物の期首残高 1,007,846 1,892,268

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,410,979 2,195,568



 該当事項はありません。 

  

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第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） 

１．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 

 （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。 

  

２．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。 

  

３．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。 

  

Ⅱ 当第２四半期累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日） 

１．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 

 （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。 

  

２．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。 

  

３．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。 

    

 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）セグメント情報等

  

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

  

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  3,605,459  1,496,162  5,101,621

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －

計  3,605,459  1,496,162  5,101,621

セグメント利益  165,637  410,827  576,464

（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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