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（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 ％

24年３月期  11,150  6.1  1,239  32.2  1,213  31.3  380  44.8
23年３月期  10,511  6.9  937  63.9  924  67.0  263 △18.1

  
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 ％ ％ ％

24年３月期  26.81 －  7.0  10.9  11.1
23年３月期  18.52 －  5.0  9.0  8.9

（参考）持分法投資損益 24年３月期 －百万円   23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

24年３月期  11,383  5,589  49.1  393.60
23年３月期  10,974  5,313  48.4  374.06

（参考）自己資本 24年３月期 5,589百万円   23年３月期 5,313百万円

  
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

24年３月期  671 △192  △381  1,990
23年３月期  1,191 △124  △182  1,892

  
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 ％ ％

23年３月期  －  0.00 － 5.00 5.00  71  27.0 1.4
24年３月期  －  2.00 － 4.00 6.00  85  22.4 1.6
25年３月期（予想）  －  2.00 － 3.00 5.00   24.5

３．平成25年3月期の業績予想（平成24年４月1日～平成25年３月31日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期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）  5,000  △2.0  300 △48.0  280 △49.8  170  △46.7  11.97
通期  10,000  △10.3  540 △56.4  500 △58.8  290  △23.8  20.42



※  注記事項 

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  
  
（２）発行済株式数（普通株式） 

  
  
  
※  監査手続の実施状況に関する表示 

  
※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

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 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 77,936株 23年３月期 74,370株

③  期中平均株式数 24年３月期 14,203,921株 23年３月期 14,206,478株

 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。

 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、決算短信（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、欧州政府の債務危機、資源価格の上昇、為替の急激な変動等の影響など厳しい状況

の中にありましたが、東日本大震災に伴う復旧・復興需要や政府の景気刺激策により、設備投資・個人消費は緩や

かな回復基調で推移し、景気は持ち直しの傾向を示しています。 

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、ジャッキ及びその他の増減

速機について需要が堅調で増加いたしました。また、歯車につきましても主要需要先である自動車用、鉄道・船舶

用の受注が好調に増加いたしました。これにより歯車及び歯車装置事業では受注が大幅に増加いたしました。工事

事業では復旧需要により微増となりました。 

  その結果、当期の受注高は113億96百万円（前期比8.2％増）、売上高は111億50百万円（前期比6.1％増）となり

ました。一方、当期末の受注残高は35億１百万円（前期末比7.5％増）となりました。 

  損益面につきましては、東日本大震災後の復旧・復興需要等により、営業利益は12億39百万円（前期比32.2％

増）、経常利益は12億13百万円（前期比31.3％増）、当期純利益は一部の固定資産が遊休状態となったことによ

り、将来の回収可能性を勘案した結果、帳簿価額を回収可能額まで減額して減損損失２億50百万円を特別損失に計

上いたしましたが、３億80百万円（前期比44.8％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、原子力発電所向けは減少したもの

の、火力発電所向けが大幅に増加したことや、上下水道、石油、輸出、船舶、鉄鋼、化学向けが増加したことによ

り、前期比13.8％増加いたしました。売上高は、原子力発電所、輸出、化学、船舶向けが減少したものの、火力発

電所、上下水道、石油、鉄鋼向けが増加したため、前期比0.5％の微増となりました。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に回復傾向が強まり、受注高は前期比14.9％、売上高は前期比17.9％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、受注高は前期比11.2％増加し、売上高も前期比24.3％増

加いたしました。歯車の受注高は、その他産業機械用は減少したものの、自動車用、建設機械用、鉄道・船舶用が

増加したため、前期比8.1％増加いたしました。売上高は、鉄道・船舶用が減少したものの、自動車用、建設機械

用、その他産業機械用が増加したため、前期比14.4％増加いたしました。以上の結果、歯車及び歯車装置事業で

は、受注高は前期比12.0％増加し、売上高も前期比8.7％増加いたしました。 

 工事事業につきましては、受注高は原子力発電所向けが大幅な減少となりましたが、火力発電所、上下水道向け

が大きく増加して減少分を補い、前期比0.9％の微増となりました。売上高も原子力発電所向けの大幅な減少を、

火力発電所、上下水道向けの大幅な増加で補い、前期比1.1％の微増となりました。 

②次期の見通し 

 今後の見通しにつきましては、わが国経済は平成23年夏場から秋にかけての踊り場的な状況を脱し、持ち直して

いますが、一方で円高の進行による企業収益への圧迫、原油価格の上昇、欧州政府の債務危機の不透明感は拭えな

い状況にあります。またデフレ経済の下、依然として低価格志向に変化はありません。 

 そのような中、当社を取り巻く環境は、震災による復旧需要が一段落し、さらに原子力発電所の停止に伴うメン

テナンス需要の低下等による受注高の減少は避けられず、当面厳しい状況が続くと思われます。 

 従って、平成24年度の事業目標を売上高100億円、営業利益５億40百万円、経常利益５億円、当期純利益２億90

百万円とし、この目標の達成を目指して全社一丸となって努力してまいります。 

  

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６億73百万円（前年同期比8.8％）増加し83億19百万円となりました。これは

主に売掛金が１億１百万円減少しましたが、現金及び預金が98百万円、受取手形が４億80百万円、たな卸資産が２

億25百万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２億65百万円（同8.0％）減少

し30億63百万円となりました。これは主にリース資産が１億９百万円増加しましたが、機械及び装置が１億８百万

円、土地が２億45百万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１億70百万円（同4.7％）増加し38億23百万円となりました。これは主に１年

内返済予定の長期借入金が１億32百万円、未払法人税等が１億41百万円減少しましたが、支払手形が１億98百万

円、買掛金が47百万円、１年内償還予定の社債が80百万円、未払金が１億８百万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38百万円（同1.9％）減少し19億70百万円となりました。これは主に社債

が２億80百万円、リース債務が86百万円、退職給付引当金が49百万円増加しましたが、長期借入金が４億42百万円

減少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２億76万円（同5.2％）増加し55億89百万円となりました。これは主に利益

剰余金が２億81百万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、19億90百万円となり前事業年度末と

比べ98百万円（前年同期比5.2％）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、６億71百万円（同43.6％減）となりました。これは主に、税引前当期純

利益９億54百万円、減価償却費３億63百万円、仕入債務の増加２億45百万円、減損損失２億50百万円、退職

給付引当金の増加49百万円等の収入に対し、売上債権の増加３億85百万円、たな卸資産の増加２億34百万

円、法人税等の支払い６億51百万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、１億92百万円（同54.8％増）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１億59百万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、３億81百万円（同108.4％増）となりました。これは主に、社債の発行

による収入３億95百万円に対し、長期借入金の返済による支出が５億74百万円、リース債務の返済による支

出が61百万円、配当金の支払額99百万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22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率（％）  53.1  48.4  49.1

時価ベースの自己資本比率（％）  59.1  44.4  46.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（年）  
 4.1  1.5  2.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ  9.7  29.9  17.3
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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、１株につき４円とさせていただきた

いと存じます。従いまして、年間では中間配当２円を含め、１株当たり６円となり、前期に比し１円増配となりま

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５円（中間２円、期末３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、設備投資意欲の先行き

が不透明なことから、既存顧客へリプレースの提案を行い、営業上の結びつきをより強固にするとともに、新たな

顧客層を開拓し、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、既設品のメンテナンス等を推奨する営業活動を展開してまいります。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。工事事業のうち、火力発電所向けにつきましては、各種点検整備の提案を継続してまいります。原子力発電所

向けにおきましては、長期停止対策の点検整備を提案してまいります。また石油、ガス、上下水道向けにつきまし

ても点検整備の積極的な提案を推進し、メンテナンスの受注を維持拡大するとともに、引き続き技術員のレベルア

ップ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 

 26.58

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23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,892,268 1,990,895

受取手形 1,354,126 ※2  1,834,567

売掛金 1,851,925 1,750,312

商品及び製品 183,992 200,270

仕掛品 714,075 789,403

原材料及び貯蔵品 1,220,060 1,354,205

前払費用 21,124 17,831

繰延税金資産 321,185 272,366

その他 87,596 109,993

流動資産合計 7,646,353 8,319,845

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  1,955,623 1,991,587

減価償却累計額 △1,473,057 △1,507,242

建物（純額） ※1  482,565 484,345

構築物 110,198 121,632

減価償却累計額 △102,036 △105,464

構築物（純額） 8,162 16,167

機械及び装置 ※1  5,287,809 4,850,413

減価償却累計額 △4,848,087 △4,519,254

機械及び装置（純額） ※1  439,721 331,159

車両運搬具 1,900 1,900

減価償却累計額 △1,880 △1,899

車両運搬具（純額） 19 0

工具、器具及び備品 1,595,218 1,591,936

減価償却累計額 △1,533,597 △1,523,990

工具、器具及び備品（純額） 61,621 67,946

土地 ※1  1,258,597 1,013,291

リース資産 342,640 516,310

減価償却累計額 △82,403 △146,150

リース資産（純額） 260,237 370,159

建設仮勘定 － 5,505

有形固定資産合計 2,510,926 2,288,574

無形固定資産   

電話加入権 19,251 19,251

ソフトウエア 121,055 97,466

借地権 21,047 21,047

その他 4,944 3,930
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

無形固定資産合計 166,298 141,695

投資その他の資産   

投資有価証券 347,960 334,401

施設利用会員権 5,200 5,200

繰延税金資産 242,658 238,190

その他 60,761 60,700

貸倒引当金 △5,200 △5,200

投資その他の資産合計 651,380 633,293

固定資産合計 3,328,605 3,063,563

資産合計 10,974,959 11,383,408

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,074,799 ※2  1,273,097

買掛金 611,951 659,301

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 ※1  574,500 442,500

リース債務 52,230 77,909

未払金 171,839 298,577

未払費用 11,765 11,448

未払法人税等 407,294 265,943

前受金 12,232 5,329

預り金 27,134 47,502

賞与引当金 599,984 571,556

役員賞与引当金 25,493 37,843

その他 82,959 52,014

流動負債合計 3,652,185 3,823,023

固定負債   

社債 － 280,000

長期借入金 968,000 525,500

退職給付引当金 562,782 612,110

役員退職慰労引当金 15,630 15,630

環境対策引当金 23,541 23,541

長期預り金 5,000 5,000

リース債務 214,395 300,842

資産除去債務 219,624 207,879

固定負債合計 2,008,973 1,970,503

負債合計 5,661,158 5,793,527
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24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 1,428,392 1,709,757

利益剰余金合計 3,052,467 3,333,832

自己株式 △23,921 △25,139

株主資本合計 5,265,694 5,545,840

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 48,106 44,040

評価・換算差額等合計 48,106 44,040

純資産合計 5,313,800 5,589,881

負債純資産合計 10,974,959 11,383,408
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 10,511,130 11,150,823

売上原価   

製品期首たな卸高 184,392 183,992

当期製品製造原価 7,353,106 7,735,564

合計 7,537,498 7,919,556

製品期末たな卸高 183,992 200,270

製品売上原価 ※1, ※6  7,353,506 ※1, ※6  7,719,286

売上総利益 3,157,624 3,431,536

販売費及び一般管理費   

荷造費 75,180 77,229

運搬費 61,453 68,129

役員報酬 95,100 97,560

給料 660,830 652,374

賞与引当金繰入額 180,432 172,706

役員賞与引当金繰入額 23,600 35,400

退職給付費用 132,759 133,799

福利厚生費 187,679 179,798

減価償却費 48,976 52,891

租税公課 46,035 46,497

賃借料 113,766 101,505

その他 594,699 574,470

販売費及び一般管理費合計 ※1  2,220,514 ※1  2,192,362

営業利益 937,109 1,239,174

営業外収益   

受取利息 190 190

受取配当金 8,169 9,286

助成金収入 13,100 －

受取保険金 － 11,885

その他 10,621 7,085

営業外収益合計 32,082 28,448

営業外費用   

支払利息 39,649 38,218

為替差損 1,743 －

その他 3,264 15,465

営業外費用合計 44,657 53,684

経常利益 924,534 1,213,938

特別利益   

固定資産売却益 ※2  10 －

受取補償金 － 7,340

特別利益合計 10 7,340

- 9 -



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

特別損失   

固定資産売却損 ※3  79 ※3  2,881

固定資産除却損 ※4  10,504 ※4  685

減損損失 － ※5  250,833

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 －

災害による損失 49,334 8,392

特別損失合計 254,995 267,222

税引前当期純利益 669,549 954,056

法人税、住民税及び事業税 510,606 511,370

法人税等調整額 △104,122 61,884

法人税等合計 406,483 573,254

当期純利益 263,066 380,801
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製造原価明細書

    
前事業年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24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    3,024,457  40.6  3,289,585  42.1

Ⅱ 労務費    2,429,579  32.6  2,463,027  31.5

Ⅲ 経費    1,998,920  26.8  2,058,280  26.4

（内 外注加工費）    (675,853)    (763,019)   

（内 減価償却費）    (281,458)    (267,473)   

当期総製造費用    7,452,956  100.0  7,810,892  100.0

期首仕掛品たな卸高    614,225    714,075   

合計    8,067,181    8,524,967   

期末仕掛品たな卸高    714,075    789,403   

当期製品製造原価    7,353,106    7,735,564   

前事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24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 

 組別工程別実際総合原価計算であります。 
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 1,222,158 1,428,392

当期変動額   

剰余金の配当 △56,832 △99,436

当期純利益 263,066 380,801

当期変動額合計 206,233 281,364
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当期末残高 1,428,392 1,709,757

利益剰余金合計   

当期首残高 2,846,233 3,052,467

当期変動額   

剰余金の配当 △56,832 △99,436

当期純利益 263,066 380,801

当期変動額合計 206,233 281,364

当期末残高 3,052,467 3,333,832

自己株式   

当期首残高 △23,103 △23,921

当期変動額   

自己株式の取得 △817 △1,218

当期変動額合計 △817 △1,218

当期末残高 △23,921 △25,139

株主資本合計   

当期首残高 5,060,278 5,265,694

当期変動額   

剰余金の配当 △56,832 △99,436

当期純利益 263,066 380,801

自己株式の取得 △817 △1,218

当期変動額合計 205,415 280,146

当期末残高 5,265,694 5,545,840

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 76,503 48,106

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △28,396 △4,065

当期変動額合計 △28,396 △4,065

当期末残高 48,106 44,040

評価・換算差額等合計   

当期首残高 76,503 48,106

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △28,396 △4,065

当期変動額合計 △28,396 △4,065

当期末残高 48,106 44,040
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

純資産合計   

当期首残高 5,136,781 5,313,800

当期変動額   

剰余金の配当 △56,832 △99,436

当期純利益 263,066 380,801

自己株式の取得 △817 △1,218

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △28,396 △4,065

当期変動額合計 177,019 276,080

当期末残高 5,313,800 5,589,881
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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 669,549 954,056

減価償却費 368,211 363,348

賞与引当金の増減額（△は減少） 141,196 △28,428

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 41,139 49,327

その他の引当金の増減額（△は減少） 34,502 12,349

受取利息及び受取配当金 △8,360 △9,477

社債利息 － 2,300

支払利息 39,649 38,218

社債発行費 － 4,548

有形固定資産除却損 10,504 685

減損損失 － 250,833

災害損失 49,334 8,392

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） 62 19

有形固定資産売却損益（△は益） 68 2,881

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） － 4,430

売上債権の増減額（△は増加） △245,687 △385,730

たな卸資産の増減額（△は増加） △63,420 △234,143

仕入債務の増減額（△は減少） 264,068 245,647

未払消費税等の増減額（△は減少） △17,570 13,693

割引手形の増減額（△は減少） △142,334 －

その他の資産の増減額（△は増加） 19,724 △23,304

その他の負債の増減額（△は減少） 3,757 83,470

小計 1,346,466 1,353,118

利息及び配当金の受取額 8,360 9,477

利息の支払額 △39,819 △38,663

法人税等の支払額 △123,434 △651,947

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,191,573 671,985

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 45 1,240

有形固定資産の取得による支出 △65,286 △159,118

資産除去債務の履行による支出 － △14,900

投資有価証券の取得による支出 △5,605 △3,535

長期貸付金の回収による収入 160 －

無形固定資産の取得による支出 △51,961 △18,380

投資その他の資産の増減額（△は増加） △1,554 2,245

貸付金の回収による収入 － 160

投資活動によるキャッシュ・フロー △124,202 △192,287
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 500,000 －

長期借入金の返済による支出 △578,500 △574,500

リース債務の返済による支出 △44,446 △61,542

配当金の支払額 △59,122 △99,241

社債の発行による収入 － 395,451

社債の償還による支出 － △40,000

自己株式の取得による支出 △817 △1,218

財務活動によるキャッシュ・フロー △182,886 △381,051

現金及び現金同等物に係る換算差額 △62 △19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 884,422 98,626

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期末残高 ※1  1,892,268 ※1  1,990,895
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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

当事業年度
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

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。 

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。 

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 

 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）を採用しております。 

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） 

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。 

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） 

 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。 

(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。 

４．繰延資産の処理方法 

社債発行費 

 支出時に全額費用処理しております。 

５．引当金の計上基準 

(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。 

(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。   

(3)役員賞与引当金 

 役員の賞与金の支払いに備えて、翌事業年度賞与支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。 

(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。 

(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（ 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。 1,603,277

 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。 
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※１ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は、次のとおりであります。 

  

 担保付債務は、次のとおりであります。 

  

※２ 期末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融

機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。 

  

当事業年度
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

(6)環境対策引当金 

 「ポリ塩化ビフェニル（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。 

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。 

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 

 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。 

（７）追加情報

当事業年度
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

（８）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23年３月31日） 
当事業年度 

（平成24年３月31日） 

建物 千円 399,409 千円 －

機械及び装置   92,782  －

土地   128,055  －

計  620,247  －

  
前事業年度

（平成23年３月31日） 
当事業年度 

（平成24年３月31日） 

１年内返済予定の長期借入金  千円 68,500 千円 －

  
前事業年度

（平成23年３月31日） 
当事業年度 

（平成24年３月31日） 

受取手形 千円 － 千円 184,913

支払手形  －  27,520
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※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額 

  

※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

  

※３ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

  

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

  

※５ 減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 

 当社は、歯車及び歯車装置事業を藤沢工場グループとし、工事事業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、減損の兆候はありませんでしたが、一部の固定資産が遊休状態となったことによ

り、将来の回収可能性を勘案した結果、帳簿価額を回収可能額まで減額し、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。その主な内訳は、建物 千円及び土地 千円であります。 

 なお、減損損失の測定に使用した回収可能価額は、不動産鑑定評価等を基にした正味売却価額により算出して

おります。 

  

※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、前事業年度末の戻入額と当事業年度のたな卸資

産評価損を相殺した次の金額が売上原価に含まれております。 

  

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

千円 175,396 千円 165,646

  
前事業年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日）  

機械及び装置 千円 10 千円 －

計  10  －

  
前事業年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

機械及び装置 千円 79 千円 2,881

計  79  2,881

  
前事業年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

建物 千円 4,373 千円 182

機械及び装置  3,756  0

工具、器具及び備品  2,374  502

計  10,504  685

場所 用途 種類 

藤沢工場 

（神奈川県藤沢市）  
歯車装置製造  建物及び土地等  

250,833

5,152 245,306

前事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

千円 42,592 千円 △31,800
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前事業年度（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 

  

当事業年度（自平成23年４月１日 至平成24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 株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
当事業年度期首
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

  
当事業年度期首
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）  74,370  3,566  －  77,936

合計  74,370  3,566  －  77,936

3,566
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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 

  

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

２  重要な非資金取引の内容 

  

  

（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23年６月23日 

定時株主総会 
普通株式  71,028  5.0 平成23年３月31日 平成23年６月24日 

平成23年10月28日 

取締役会 
普通株式  28,408  2.0 平成23年９月30日 平成23年12月５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24年６月22日 

定時株主総会 
普通株式  56,808 利益剰余金  4.0 平成24年３月31日 平成24年６月25日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

    
前事業年度

（自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

  現金及び預金勘定 千円 1,892,268 千円 1,990,895

  現金及び現金同等物  1,892,268  1,990,895

   
前事業年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

  資産除去債務 千円 219,624 千円 －

  リース資産 千円 － 千円 173,669

  リース債務 千円 － 千円 173,669
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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 

(ア)  有形固定資産 

 主として、歯車及び歯車装置事業における生産設備、ホストコンピュータ（「機械及び装置」及び「工

具、器具及び備品」）であります 。 

(イ) 無形固定資産 

ソフトウェアであります。 

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。 

  

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  

  

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

  

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

  

(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。 

  

（リース取引関係）

  （単位：千円）

  
前事業年度（平成23年３月31日） 

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額 

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

  （単位：千円）

  
当事業年度（平成24年３月31日） 

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額 

機械及び装置  269,694  206,070  63,624

その他  17,069  12,192  4,876

合計  286,763  218,262  68,500

  （単位：千円）

  
前事業年度

（平成23年３月31日） 
当事業年度 

（平成24年３月31日） 

未経過リース料期末残高相当額     

１年内  46,720  40,658

１年超  76,163  35,503

合計  122,883  76,161

  （単位：千円）

  
前事業年度

（自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

支払リース料  88,513  51,025

減価償却費相当額  78,678  44,807

- 22 -



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）。 

  

前事業年度（平成23年３月31日） 

  

当事業年度（平成24年３月31日） 

（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）社債（１年内償還予定を含む） 

 これらの時価は、市場価格のないものは、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味

した利率で割り引いた現在価値により算定しております。 

なお、市場価格のあるものは存在しません。  

  
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  1,517

 デリバティブ取引  －  －  －

  
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  1,990,895  1,990,895  －

(2）受取手形及び売掛金  3,584,879  3,584,879  －

(3）投資有価証券  334,401  334,401  －

 資産計  5,910,176  5,910,176  －

(1）支払手形及び買掛金  1,932,398  1,932,398  －

(2）未払金  298,577  298,577  －

(3）未払法人税等  265,943  265,943  －

(4) 社債（１年内償還予定を含

む） 
 360,000  360,450  450

(5) 長期借入金（１年内返済予定

を含む） 
 968,000  968,605  605

(6) リース債務  378,752  379,402  650

 負債計  4,203,670  4,205,377  1,706

 デリバティブ取引  －  －  －
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(5）長期借入金（１年内返済予定を含む）、(6）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。 

  

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 

                                       （単位：千円） 

 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。 

  

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 

前事業年度（平成23年３月31日） 

  

当事業年度（平成24年３月31日） 

  

４．社債、長期借入金及びリース債務の決算日後の返済予定額 

前事業年度（平成23年３月31日） 

    

当事業年度（平成24年３月31日） 

  

区分  
前事業年度

（平成23年３月31日） 
当事業年度  

（平成24年３月31日） 

非上場株式  11,012  11,012

  
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） 

現金及び預金  1,990,895  －  －  －  －  －

受取手形及び売掛金  3,584,879  －  －  －  －  －

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  5,575,775  －  －  －  －  －

  
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

  
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） 

社債  80,000  80,000  80,000  80,000  40,000  －

長期借入金  442,500  310,500  165,000  50,000  －  －

リース債務  77,909  78,840  78,529  66,260  39,116  38,095

合 計  600,409  469,340  323,529  196,260  79,116  38,095
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１．子会社及び関連会社株式 

前事業年度（平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

２．その他有価証券  

前事業年度（平成23年３月31日） 

（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。  

  

当事業年度（平成24年３月31日） 

（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。  

   

（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 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

  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 262,192  175,774 86,418

(2)債券       

① 国債・地方債等 －  － －

② 社債 －  － －

③ その他 －  － －

(3)その他 －  － －

小計 262,192  175,774 86,418

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

(1)株式 61,196  79,250 △18,054

(2)債券       

① 国債・地方債等 －  － －

② 社債 －  － －

③ その他 －  － －

(3)その他 －  － －

小計 61,196  79,250 △18,054

合計 323,389  255,024 68,364
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３．売却したその他有価証券 

前事業年度（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23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

４．減損処理を行った有価証券 

 当事業年度において、投資有価証券について4,430千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、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。 

  

前事業年度（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。  

  

当事業年度（至平成24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。 

  

当事業年度（自平成23年４月１日 至平成24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23年４月１日 至平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

（デリバティブ取引関係）

（持分法損益等）

（関連当事者情報）
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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 

   

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重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳 

  

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律

第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」

（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する事業年度から法人税

率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債

の計算に使用する法定実効税率は従来の40.6％から平成24年４月１日に開始する事業年度から平成26年４月１日に

開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については38.0％に、平成27年４月１日に開始する事業年度以降に

解消が見込まれる一時差異については、35.6％となります。 

 この税率変更により、繰延税金資産は 千円減少（繰延税金負債は 千円減少）し、法人税等調整額が

千円、その他有価証券評価差額金が 千円、それぞれ増加しております。 

  

（税効果会計関係）

  前事業年度
（平成23年３月31日）

当事業年度 
（平成24年３月31日） 

繰延税金資産  

未払事業所税否認 千円 7,441  千円 7,076

未払事業税否認  32,273   20,620

たな卸資産評価損否認  74,718   57,248

賞与引当金否認  243,773   216,962

減価償却超過額  8,402   7,639

退職給付引当金否認  228,658   218,091

役員退職慰労引当金否認  6,350   5,558

減損損失否認  －   89,246

一括償却資産超過額  5,154   5,106

環境対策引当金否認  9,564   8,936

資産除去債務過年度発生損益否認  75,599   61,791

災害損失否認税  14,377   12,590

その他  2,370   4,750

繰延税金資産小計  708,686   715,645

評価性引当額   △101,486   △173,584

繰延税金資産合計   607,199    542,061

繰延税金負債      

その他有価証券評価差額金  △32,921   △24,324

除去費用（有形固定資産計上分）  △10,433   △7,179

繰延税金負債計  △43,355   △31,503

繰延税金資産の純額  563,844   510,557

  前事業年度
（平成23年３月31日）

当事業年度 
（平成24年３月31日） 

法定実効税率 ％ 40.6  ％ 40.6

（調整）      

交際費等永久に損金に算入されない項目  1.1   0.7

受取配当金等永久に益金に算入されない項目  △0.3   △0.2

役員賞与等永久に損金に算入されない項目  1.6   1.1

住民税均等割  2.3   1.6

評価性引当額の増減  13.5   10.1

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正  －   5.6

その他  1.9   0.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率  60.7   60.1

53,943 4,471

52,924 3,452
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１．採用している退職給付度の概要 

 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 

  

  

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(1）退職給付見込額の期間配分方法 

 期間定額基準 

  

(2）割引率 

  

(3）期待運用収益率 

  

(4）数理計算上の差異の処理年数 

 10年（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。） 

  

（退職給付関係）

    
前事業年度

（平成23年３月31日） 
当事業年度

（平成24年３月31日） 

(1）退職給付債務（千円）  △3,937,866  △3,830,597  

(2）年金資産（千円）  2,264,801  2,314,281  

(3）未積立退職給付債務(1)＋(2)（千円）  △1,673,065  △1,516,316  

(4）未認識数理計算上の差異（百万円）  534,425  427,540  

(5）未認識過去勤務債務（債務の減額）（千円）  585,450  476,664  

(6）貸借対照表計上額純額(3)＋(4)＋(5) 

（千円） 
 △562,782  △612,110  

(7）前払年金費用（千円）  －  －  

(8）退職給付引当金(6)－(7)（千円）  △562,782  △612,110  

３．退職給付費用に関する事項  

  
前事業年度

（自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日） 

当事業年度
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

退職給付費用（千円）  405,235  413,248

(1）勤務費用（千円）  143,521  135,211

(2）利息費用（千円）  99,772  94,036

(3）期待運用収益（減算）（千円）  △44,240  △39,860

(4）数理計算上の差異の費用処理額（千円）  108,890  126,569

(5）過去勤務債務の費用処理額（千円）  △9,593  △9,593

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

前事業年度 
（自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

％ 2.4 ％ 2.4

前事業年度 
（自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

％ 1.76 ％ 2.54
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前事業年度（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23年４月１日 至平成24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。 

  

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もりにあたり、使用見込期間を取得から30年から45年と見積もり、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  当該資産除去債務の総額の増減 

（注）前事業年度の「期首残高」は「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。 

  

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も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。 

  

（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）

  
前事業年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

期首残高（注） 千円 204,945 千円 219,624

有形固定資産の取得に伴う増加額  14,028  －

時の経過による調整額  650  655

資産除去債務の履行による減少額  －  12,400

その他増減額（△は減少）  －  －

期末残高  219,624  207,879

（賃貸等不動産関係）
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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22年４月１日  至平成23年３月31日） 

（単位：千円） 

（注）セグメント利益の合計は、損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

当事業年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日） 

（単位：千円） 

（注）セグメント利益の合計は、損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

（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  6,955,932  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 

又はセグメント損失（△） 
 △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

  
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  7,557,920  3,592,902  11,150,823

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  －

計   7,557,920  3,592,902  11,150,823

セグメント利益  209,153  1,030,021  1,239,174

セグメント資産    3,356,715  1,053,252  4,409,968

その他の項目 

減価償却費  240,440  26,454  266,985

有形固定資産及び無形固定資産

の増加額 
 243,496  26,843  270,339

- 31 -



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。 

  

前事業年度（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 

  

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。 

  

資産 前事業年度 当事業年度 

報告セグメント計  4,431,409  4,409,968

「その他」の区分の資産  －  －

全社資産（注）  6,543,549  6,973,440

財務諸表の資産合計  10,974,959  11,383,408

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  283,126  266,985  84,434  93,207  367,561  360,193

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
 353,659  270,339  153,422  93,033  507,081  363,373

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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当事業年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

  

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。 

  

前事業年度（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23年４月１日  至平成24年３月31日） 

 （単位：千円） 

   

前事業年度（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23年４月１日  至平成24年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

前事業年度（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23年４月１日  至平成24年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

（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  7,557,920  3,592,903  11,150,823

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

   歯車及び歯車装置 工事 全社・消去 合計 

減損損失  －  －  250,833  250,833

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
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（注）１．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。 

２．１株当たり純資産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。  

  

（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。  

  

（１株当たり情報）

  

  

  

前事業年度
（自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 374.06 円 393.60

１株当たり当期純利益金額 円 18.52 円 26.81

  
前事業年度

（自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

当期純利益金額（千円）  263,066  380,801

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益金額 

（千円） 
 263,066  380,801

期中平均株式数（株）  14,206,478  14,203,921

（重要な後発事象）

５．その他

セグメントの名称

当事業年度
（自 平成23年４月１日 
至 平成24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  7,596,855  100.0   9.4

工事事業   －  －  －

合計  7,596,855  100.0  9.4

- 34 -



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。  

  

セグメントの名称

当事業年度
（自 平成23年４月１日 
至 平成24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  7,761,988  68.1   12.0

工事事業    3,634,392  31.9  0.9

合計  11,396,380  100.0  8.2

セグメントの名称

当事業年度
（自 平成23年４月１日 
至 平成24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  7,557,920  67.8   8.7

工事事業     3,592,903  32.2  1.1

合計  11,150,823  100.0  6.1
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