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(百万円未満切捨て)

１．平成24年12月期第２四半期の業績（平成24年1月1日～平成24年6月30日）

（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12月期第２四半期 3,051 8.6 153 67.7 167 53.7 92 57.0

23年12月期第２四半期 2,810 △31.0 91 △66.5 109 △62.5 59 △64.1

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12月期第２四半期 5.49 ─

23年12月期第２四半期 3.50 ─

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年12月期第２四半期 10,740 9,167 85.3

23年12月期 10,521 9,131 86.8

(参考) 自己資本 24年12月期第２四半期 9,167百万円 23年12月期 9,131百万円

２．配当の状況

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12月期 ─ 3.00 ─ 3.00 6.00

24年12月期 ─ 3.00

24年12月期(予想) ─ 3.00 6.00

３．平成24年12月期の業績予想（平成24年1月1日～平成24年12月31日）

(％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
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 6,070 7.3 220 15.2 230 4.5 110 3.8 6.50



  

 

 

 
  

・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、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。 

※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 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

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年12月期２Ｑ 17,955,000株 23年12月期 17,955,000株

② 期末自己株式数 24年12月期２Ｑ 1,039,014株 23年12月期 1,038,892株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期２Ｑ 16,916,035株 23年12月期２Ｑ 16,916,108株

※ 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
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、復興需要等を背景として、緩やかに回復しつつあるもの
の、欧州政府債務危機を巡る不確実性が高まり、金融資本市場の変動や海外景気の下振れ等によって、景
気が下押しされるリスクが存在する状況で推移いたしました。 
 このような環境のもと、当社は「お客様の理想をカタチに」を事業コンセプトにマーケティング活動に
基づく製品開発と生産活動を行い、お客様の満足を追求した製品とサービスを提供し、また、展示会への
出展を通じ、当社製品の認知度向上等を図ってまいりました。 
 さらには、４月に営業強化と業務の効率化の観点から、組織の再編成を行うとともに、継続的な原価低
減に加え、見える化改善活動による業務改善と諸経費の低減を推進し、新たな価値の創造と競争力の強化
に努めてまいりました。 
 減速機関連事業においては、産業用機械向け販売を中心にマーケティング活動を強化し、お客様の要求
を満たす製品の開発・設計に努めてまいりました。 
 駐車場装置関連事業においては、主力製品である「くし歯式駐車場装置パズルタワー」の全面見直しに
向けた取り組みを行うとともに、改造・改修工事の営業活動を強化し、受注の拡大と安定した利益確保に
努めてまいりました。 
 室内外装品関連事業においては、主力製品のスライディングドアシリーズの性能と品質の向上に取り組
み、安定した収益の確保に努めてまいりました。 
 この結果、当第２四半期累計期間の売上高は3,051百万円(前年同期比8.6%増)、営業利益は153百万円
(前年同期比67.7%増)、経常利益は167百万円(前年同期比53.7%増)、四半期純利益は92百万円(前年同期比
57.0%増)となりました。 
 セグメントの業績は次のとおりであります。 

  
［減速機関連事業］ 
市場の変化に対応した製品開発を行うため技術部門を再編成し、また、首都圏で開催された展示会に出

展するなど、お客様のニーズの把握に努めるとともに、製品認知度の向上を図り積極的に販促活動を展開
いたしましたが、厳しい受注環境にあり、売上高は1,429百万円(前年同期比5.1%減)となりました。営業
利益につきましては、原価低減と生産性の向上に努めましたが、売上高の減少により43百万円(前年同期
比34.4%減)となりました。 

  
［駐車場装置関連事業］ 
新規物件の販促活動に加え、新たに設置したメンテナンスサービス部において、保守点検業務や改造・

改修工事の契約から対応までを一体化した体制を敷き、積極的な提案型営業を行ったことにより、保守な
らびに改造・改修工事が堅調に推移し、売上高は1,233百万円(前年同期比25.3%増)となりました。営業利
益につきましては、売上高の増加に加え、継続的な原価低減に努めた結果、86百万円(前年同期は７百万
円の利益)となりました。 

  
［室内外装品関連事業］ 
スライディングドアシリーズの受注が堅調に推移したことにより、売上高は388百万円(前年同期比

21.7%増)となりました。営業利益につきましては、生産性の向上や原価低減に努めた結果、23百万円(前
年同期比29.4%増)となりました。 

  

  

  
[資産] 

当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ219百万円増加し10,740百万円となりまし
た。 
流動資産は、主に現金及び預金が190百万円、受取手形及び売掛金が58百万円、未成工事支出金が57百

万円増加したことなどにより、前事業年度末に比べ298百万円増加し7,266百万円となりました。 
固定資産は、有形固定資産が減価償却等により45百万円、長期貸付金が20百万円減少したことなどによ

り、前事業年度末に比べ79百万円減少し3,473百万円となりました。 
  

１．当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(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
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[負債] 
  
当第２四半期会計期間末の負債は、前事業年度末に比べ182百万円増加し1,573百万円となりました。 
流動負債は、主に支払手形及び買掛金が38百万円、未払法人税等が21百万円、駐車場工事に係る前受代

金等のその他流動負債が137百万円増加したことなどにより、前事業年度末に比べ196百万円増加し1,272
百万円となりました。 
固定負債は、主に退職給付引当金が４百万円、リース債務を含むその他固定負債が８百万円減少したこ

となどにより、前事業年度末に比べ13百万円減少し301百万円となりました。 
  

[純資産] 
  
当第２四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べ36百万円増加し9,167百万円となりました。 
これは主にその他有価証券評価差額金が６百万円減少した一方で、利益剰余金が42百万円増加したこと

によるものであります。 
なお、自己資本比率は前事業年度末に比べ1.5ポイント減少し85.3%となりました。 

  

当第２四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 
現金及び現金同等物(以下「資金」という)の第２四半期会計期間末残高は、3,977百万円(前事業年度末

3,787百万円)となりました。 
これは、営業活動、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローの合計が190百万円増加したことに

よるものであります。 
なお、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] 
  
営業活動による資金は、241百万円の増加(前年同期は379百万円の増加)となりました。 
これは主に、たな卸資産の増加額54百万円、法人税等の支払額51百万円等による減少があった一方で、

税引前四半期純利益167百万円、減価償却費75百万円等による増加があったこと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] 
  
投資活動による資金は、３百万円の増加(前年同期は63百万円の減少)となりました。 
これは主に、有形固定資産の取得による支出18百万円があった一方で、貸付金の回収による収入20百万

円があったこと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] 
  
財務活動による資金は、54百万円の減少(前年同期は53百万円の減少)となりました。 
これは主に、株主配当金の支払があったことによるものであります。 

  

今後の見通しにつきましては、復興需要等を背景として、景気は緩やかに回復しつつあるものの、欧州
政府債務危機等を背景とした金融市場の変動や海外景気の下振れリスクが存在し、経営環境は予断を許さ
ない状況が続くものと思われます。 
 これらの状況を踏まえ、平成24年12月期の業績予想につきましては、現時点では平成24年２月９日に公
表しました予想から変更はありません。 

  

  

 ②キャッシュ・フローの状況

(3) 業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

第１四半期会計期間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。 

  

  

  

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

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（３）追加情報

（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）
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,787,379 3,977,541

受取手形及び売掛金 1,561,443 1,619,465

製品 37,840 35,876

仕掛品 468,129 463,400

未成工事支出金 173,637 231,243

原材料及び貯蔵品 362,963 366,313

その他 582,843 579,499

貸倒引当金 △6,148 △6,401

流動資産合計 6,968,088 7,266,939

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,303,786 2,303,786

減価償却累計額 △1,537,840 △1,562,436

建物（純額） 765,945 741,349

機械及び装置 2,076,100 2,078,179

減価償却累計額 △1,810,524 △1,842,207

機械及び装置（純額） 265,576 235,972

土地 1,557,896 1,557,896

建設仮勘定 702 817

その他 877,353 896,051

減価償却累計額 △787,876 △797,804

その他（純額） 89,477 98,246

有形固定資産合計 2,679,597 2,634,282

無形固定資産 18,506 16,927

投資その他の資産   

投資有価証券 448,529 439,232

長期貸付金 152,000 132,000

その他 259,957 256,264

貸倒引当金 △5,011 △4,951

投資その他の資産合計 855,476 822,545

固定資産合計 3,553,580 3,473,756

資産合計 10,521,669 10,740,696
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 762,053 800,114

未払法人税等 59,963 81,927

引当金 33,721 32,226

その他 219,854 357,841

流動負債合計 1,075,592 1,272,108

固定負債   

退職給付引当金 238,093 234,040

役員退職慰労引当金 44,660 43,790

その他 32,278 23,632

固定負債合計 315,032 301,462

負債合計 1,390,625 1,573,571

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,507,500 2,507,500

資本剰余金 3,896,953 3,896,953

利益剰余金 2,986,532 3,028,701

自己株式 △197,717 △197,743

株主資本合計 9,193,269 9,235,411

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △62,225 △68,286

評価・換算差額等合計 △62,225 △68,286

純資産合計 9,131,044 9,167,124

負債純資産合計 10,521,669 10,740,696
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（２）四半期損益計算書 
 第２四半期累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 2,810,710 3,051,550

売上原価 2,315,785 2,468,203

売上総利益 494,925 583,347

販売費及び一般管理費 403,681 430,321

営業利益 91,243 153,025

営業外収益   

受取利息 2,936 2,561

受取配当金 4,951 6,018

保険配当金 2,757 2,296

その他 8,257 6,179

営業外収益合計 18,903 17,055

営業外費用   

売上割引 636 1,770

その他 239 322

営業外費用合計 875 2,092

経常利益 109,271 167,988

特別利益   

固定資産売却益 16 －

貸倒引当金戻入額 1,171 －

製品保証引当金戻入額 2,461 －

特別利益合計 3,650 －

特別損失   

固定資産除却損 162 73

ゴルフ会員権評価損 233 －

特別損失合計 396 73

税引前四半期純利益 112,525 167,915

法人税、住民税及び事業税 35,569 73,636

法人税等調整額 17,772 1,361

法人税等合計 53,342 74,998

四半期純利益 59,182 92,916
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６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 112,525 167,915

減価償却費 71,849 75,944

貸倒引当金の増減額（△は減少） △938 192

引当金の増減額（△は減少） △9,599 △1,495

退職給付引当金の増減額（△は減少） 350 △4,053

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,494 △870

受取利息及び受取配当金 △7,888 △8,579

固定資産除却損 162 73

売上債権の増減額（△は増加） 449,452 6,527

たな卸資産の増減額（△は増加） 21,631 △54,264

仕入債務の増減額（△は減少） △65,649 26,727

その他 △119,098 77,076

小計 456,293 285,194

利息及び配当金の受取額 7,969 8,690

法人税等の支払額 △84,507 △51,967

営業活動によるキャッシュ・フロー 379,756 241,917

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 △82,721 △18,298

貸付金の回収による収入 20,000 20,000

その他 △833 1,319

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,555 3,021

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △50,547 △50,303

その他 △3,157 △4,472

財務活動によるキャッシュ・フロー △53,705 △54,776

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 262,495 190,162

現金及び現金同等物の期首残高 3,625,763 3,787,379

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,888,259 3,977,541
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 該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第２四半期累計期間(自  平成23年１月１日  至  平成23年６月30日) 

（単位：千円）

 
(注)1. セグメント売上高の調整額は、セグメント間の内部売上高消去額であります。 

2. セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ  当第２四半期累計期間(自  平成24年１月１日  至  平成24年６月30日) 

（単位：千円）

 
(注)1. セグメント売上高の調整額は、セグメント間の内部売上高消去額であります。 

2. セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

 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

 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

報告セグメント
調整額 
(注)1

四半期損益 

計算書計上額 

(注)2
減速機 

関連事業
駐車場装置 
関連事業

室内外装品 
関連事業

計

  売上高

  外部顧客への売上高 1,506,950 984,094 319,665 2,810,710 ─ 2,810,710

  セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

18,986 ─ ─ 18,986 △18,986 ─

計 1,525,937 984,094 319,665 2,829,696 △18,986 2,810,710

 セグメント利益 66,046 7,181 18,015 91,243 ─ 91,243

 ２ 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

 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

報告セグメント
調整額 
(注)1

四半期損益 

計算書計上額 

(注)2
減速機 
関連事業

駐車場装置 
関連事業

室内外装品 
関連事業

計

  売上高

  外部顧客への売上高 1,429,378 1,233,184 388,987 3,051,550 ─ 3,051,550

  セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

43,918 ─ ─ 43,918 △43,918 ─

計 1,473,296 1,233,184 388,987 3,095,469 △43,918 3,051,550

 セグメント利益 43,330 86,390 23,305 153,025 ─ 153,025

 ２ 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

（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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