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（１）経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年３月期第１四半期  3,013  14.9  324  9.9  319  9.9  193  17.7

24年３月期第１四半期  2,621  △3.7  295 △23.8  290  △25.9  164  35.6

  
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

25年３月期第１四半期  13.65 －

24年３月期第１四半期  11.60 －

  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

25年３月期第１四半期  11,418  5,711  50.0  402.20

24年３月期  11,383  5,589  49.1  393.60

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 5,711百万円   24年３月期 5,589百万円 

  
年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 
24年３月期  － 2.00 － 4.00  6.00

25年３月期  －     

25年３月期（予想）   2.00 － 3.00  5.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

（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） 

  
  

※  四半期レビュー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）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「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）四半期財務諸表の作成に特

   有の会計処理の適用」をご覧ください。

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更    ： 有

②  ①以外の会計方針の変更                  ： 無

③  会計上の見積りの変更                    ： 有

④  修正再表示                              ： 無

（注）「四半期財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第５条の４に該当するものであります。詳細 

   は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）会計方針の変更・会計上の見積

   りの変更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期１Ｑ 14,280,000株 24年３月期 14,280,000株

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 78,515株 24年３月期 77,936株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 14,201,869株 24年３月期１Ｑ 14,205,083株

 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に対するレビュー手続は終了しておりません。

 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要や個人消費の持ち直しにより景気は

緩やかな回復傾向で推移しました。しかしながら、欧州債務危機の問題や円高・株安といった懸念材料があり、依

然として先行きの不透明な状態が続いております。 

 当社のセグメント別受注状況は、歯車及び歯車装置事業では、バルブ・コントロールは輸出向けが大幅に増加い

たしました。ジャッキ及びその他増減速機は設備投資の落込みがあり減少しました。また歯車は、自動車用が増加

いたしました。工事事業につきましては、原子力発電所、火力発電所向けが大幅に減少いたしました。 

 このような状況のもとで、当社は懸命に営業努力を重ねてまいりました結果、当第１四半期累計期間の受注高は

25億34百万円（前年同期比2.8％減）、売上高は30億13百万円（前年同期比14.9％増）となりました。一方、当第

１四半期会計期間末の受注残高は30億22百万円（前事業年度末比13.7％減）となりました。 

 損益面につきましては、売上高の増加、経費節減に努めた結果、営業利益は３億24百万円（前年同期比9.9％

増）、経常利益は３億19百万円（前年同期比9.9％増）、四半期純利益は１億93百万円（前年同期比17.7％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、原子力発電所、鉄鋼向

けが減少したものの、輸出、上下水道、石油向けが増加したため、前年同期比6.9％増加いたしました。売上高

は、原子力発電所、石油向けが減少したものの、火力発電所、輸出、上下水道、船舶向け、補修用部品が大幅に増

加したため、前年同期比20.8％増加いたしました。ジャッキは産業用機械、電子関連向けの設備投資が弱含みで、

受注高は前年同期比27.2％、売上高も前年同期比3.8％それぞれ減少いたしました。その他の増減速機の受注高

は、ファンドライブが減少し前年同期比9.8％減少いたしました。売上高はミキサー、特機が増加し、前年同期比

5.7％増加いたしました。歯車の受注高は建設機械用、その他産業機械用が減少しましたが、自動車用、鉄道・船

舶用が補い、前年同期比0.2％の微増となりました。売上高は建設機械用が減少しましたが、自動車用が増加し、

前年同期比12.6％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2.0％減少しまし

たが、売上高は前年同期比13.8％増加いたしました。 

 工事事業につきましては、受注高は石油向けが増加しましたが、原子力発電所、火力発電所向けが大幅に減少し

たため、前年同期比4.6％減少いたしました。売上高は原子力発電所向けが減少しましたが、火力発電所、石油向

けが大幅に増加し、前年同期比17.2％増加いたしました。  

    

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間末における財政状態につきましては、流動資産は前事業年度末に比べ86百万円増加し84億

６百万円となりました。これは主にたな卸資産が１億63百万円減少しましたが、現金及び預金が65百万円、売上債

権が２億９百万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51百万円減少し30億11百万円となりました。これは主に有形固定資産が57百万円

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36百万円増加し38億59百万円となりました。これは主に未払法人税等が１億35百

万円、賞与引当金が４億22百万円、役員賞与引当金が37百万円減少しましたが、短期借入金が５億円、預り金が１

億29百万円増加したことによるものであります。 

 固定負債は前事業年度末に比べ１億23百万円減少し18億46百万円となりました。これは主に長期借入金が１億９

百万円減少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１億21百万円増加し57億11百万円となりました。これは主に利益剰余金が１億37百

万円増加したことによるものであります。  

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては、第２四半期会計期間は、当社の主要取引先であります電力関係は夏期を迎えフル稼働

となるため、工事事業は一段落いたします。また、通期につきましても、原子力発電所の再稼動が不透明な状況に

あり、当社を取り巻く環境は厳しい状況にあります。当第１四半期累計期間の業績は好調に推移いたしましたが、

平成24年５月14日の「平成24年３月期 決算短信」で公表いたしました第２四半期累計期間及び通期の業績予想に

変更はありません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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） 

 税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる当第１四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微でありま

す。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,990,895 2,056,082

受取手形及び売掛金 3,584,879 3,793,959

商品及び製品 200,270 152,061

仕掛品 789,403 563,921

原材料及び貯蔵品 1,354,205 1,464,230

その他 400,190 375,954

流動資産合計 8,319,845 8,406,209

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,013,291 1,013,291

その他（純額） 1,275,283 1,217,663

有形固定資産合計 2,288,574 2,230,954

無形固定資産 141,695 160,778

投資その他の資産   

投資有価証券 334,401 312,709

その他 304,091 312,670

貸倒引当金 △5,200 △5,200

投資その他の資産合計 633,293 620,180

固定資産合計 3,063,563 3,011,912

資産合計 11,383,408 11,418,122

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,932,398 1,917,914

短期借入金 － 500,000

1年内償還予定の社債 80,000 80,000

1年内返済予定の長期借入金 442,500 406,000

未払法人税等 265,943 130,100

賞与引当金 571,556 148,791

役員賞与引当金 37,843 －

その他 492,782 676,902

流動負債合計 3,823,023 3,859,709

固定負債   

社債 280,000 280,000

長期借入金 525,500 416,000

退職給付引当金 612,110 618,253

役員退職慰労引当金 15,630 14,630

環境対策引当金 23,541 23,541

資産除去債務 207,879 208,044

その他 305,842 286,084

固定負債合計 1,970,503 1,846,554

負債合計 5,793,527 5,706,263

- 4 -



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30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 3,333,832 3,470,908

自己株式 △25,139 △25,330

株主資本合計 5,545,840 5,682,726

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 44,040 29,132

評価・換算差額等合計 44,040 29,132

純資産合計 5,589,881 5,711,858

負債純資産合計 11,383,408 11,418,122
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 2,621,750 3,013,579

売上原価 1,845,813 2,152,868

売上総利益 775,936 860,710

販売費及び一般管理費 480,585 536,039

営業利益 295,350 324,671

営業外収益   

受取利息 3 0

受取配当金 5,569 5,328

その他 1,041 1,889

営業外収益合計 6,613 7,217

営業外費用   

支払利息 9,571 8,328

為替差損 172 3,703

その他 1,451 264

営業外費用合計 11,195 12,295

経常利益 290,769 319,593

特別損失   

固定資産売却損 738 －

固定資産除却損 － 20

特別損失合計 738 20

税引前四半期純利益 290,030 319,572

法人税等 125,282 125,688

四半期純利益 164,747 193,884
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 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

  

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第１四半期累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６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１四半期累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６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。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（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  1,744,633  877,116  2,621,750

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －

計   1,744,633  877,116  2,621,750

セグメント利益  27,253  268,097  295,350

  

報告セグメント

合計 
歯車及び歯車装置 工事

売上高       

(1) 外部顧客への売上高  1,985,795  1,027,783  3,013,579

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －

計   1,985,795  1,027,783  3,013,579

セグメント利益  26,240  298,431  324,671
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