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(百万円未満切捨て)

１．平成24年12月期第３四半期の業績（平成24年１月１日～平成24年９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３四半期 4,492 9.7 278 87.5 295 74.8 162 80.1

23年12月期第３四半期 4,095 △28.3 148 △56.5 169 △53.3 90 △47.3

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３四半期 9.63 ─

23年12月期第３四半期 5.35 ─

（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３四半期 10,658 9,207 86.4

23年12月期 10,521 9,131 86.8

(参考) 自己資本 24年12月期第３四半期 9,207百万円  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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 16,916,018株 23年12月期３Ｑ 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３四半期累計期間におけるわが国経済は、世界景気の減速等を背景として回復の動きに足踏みがみ
られ、また、対外経済環境を巡る不確実性が高まり、金融資本市場の変動やデフレの影響等、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・改修工事等のメンテナンス活動を強化し、受注の拡大に努めてま
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３四半期累計期間の売上高は4,492百万円(前年同期比9.7%増)、営業利益は278百万円
(前年同期比87.5%増)、経常利益は295百万円(前年同期比74.8%増)、四半期純利益は162百万円(前年同期
比80.1%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］ 
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や製品認知度の向上に努めるととも

に、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、開発から販売までの業務の効率化と
生産性の向上を図りましたが、厳しい受注環境にあり、売上高は2,144百万円(前年同期比1.8%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、77百
万円(前年同期比13.4%減)となりました。 

  
［駐車場装置関連事業］ 
主力製品である「くし歯式駐車場装置パズルタワー」が昨年度に比べ堅調に推移し、また、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新設のメンテナンスサービス部において、提案活動
の充実に努めたことにより、売上高は1,801百万円(前年同期比23.6%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、166百万円(前年同期比335.0%増)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546百万円(前年同期比

20.8%増)となりました。営業利益につきましては、売上高の増加と生産性の向上により、34百万円(前年
同期比66.5%増)となりました。 

  

  
[資産] 

当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ136百万円増加し10,658百万円となりまし
た。 
流動資産は、主に受取手形及び売掛金が43百万円、仕掛品が52百万円、ファクタリング債権を含む未収

入金等のその他流動資産が53百万円減少した一方で、現金及び預金が290百万円、未成工事支出金が56百
万円増加したことなどにより、前事業年度末に比べ224百万円増加し7,192百万円となりました。 
固定資産は、主に保有株式の株価上昇により投資有価証券が22百万円増加した一方で、有形固定資産が

減価償却等により80百万円、長期貸付金が30百万円減少したことなどにより、前事業年度末に比べ87百万
円減少し3,466百万円となりました。 
  

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

 資産、負債及び純資産の状況
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[負債] 
  
当第３四半期会計期間末の負債は、前事業年度末に比べ60百万円増加し1,451百万円となりました。 
流動負債は、支払手形及び買掛金が52百万円減少した一方で、未払法人税等が54百万円、賞与等の引当

金が45百万円、駐車場工事に係る前受代金等のその他流動負債が23百万円増加したことなどにより、前事
業年度末に比べ70百万円増加し1,145百万円となりました。 
固定負債は、主にリース債務を含むその他固定負債が10百万円減少したことなどにより、前事業年度末

に比べ９百万円減少し305百万円となりました。 
  

[純資産] 
  
当第３四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べ76百万円増加し9,207百万円となりました。 
これは主に利益剰余金が61百万円、その他有価証券評価差額金が14百万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0.4ポイント減少し86.4%となりました。 

  

今後の見通しにつきましては、世界景気の減速を背景として、当面は弱めの動きが続くと見られ、また
欧州や中国等、対外経済環境を巡る不確実性も高く、景気を下押しするリスクが存在し、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。 

  

 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。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報

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３四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,787,379 4,078,087

受取手形及び売掛金 1,561,443 1,518,145

製品 37,840 37,497

仕掛品 468,129 415,709

未成工事支出金 173,637 230,100

原材料及び貯蔵品 362,963 389,083

その他 582,843 529,359

貸倒引当金 △6,148 △5,872

流動資産合計 6,968,088 7,192,110

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 △1,574,713

建物（純額） 765,945 729,072

機械及び装置 2,076,100 2,078,179

減価償却累計額 △1,810,524 △1,857,789

機械及び装置（純額） 265,576 220,390

土地 1,557,896 1,557,896

建設仮勘定 702 900

その他 877,353 896,430

減価償却累計額 △787,876 △805,877

その他（純額） 89,477 90,552

有形固定資産合計 2,679,597 2,598,812

無形固定資産 18,506 15,027

投資その他の資産   

投資有価証券 448,529 470,959

長期貸付金 152,000 122,000

その他 259,957 264,127

貸倒引当金 △5,011 △4,921

投資その他の資産合計 855,476 852,166

固定資産合計 3,553,580 3,466,005

資産合計 10,521,669 10,658,116
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 762,053 709,375

未払法人税等 59,963 114,379

引当金 33,721 78,805

その他 219,854 243,201

流動負債合計 1,075,592 1,145,761

固定負債   

退職給付引当金 238,093 238,325

役員退職慰労引当金 44,660 45,510

その他 32,278 21,409

固定負債合計 315,032 305,245

負債合計 1,390,625 1,451,007

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 3,047,999

自己株式 △197,717 △197,743

株主資本合計 9,193,269 9,254,709

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △62,225 △47,600

評価・換算差額等合計 △62,225 △47,600

純資産合計 9,131,044 9,207,108

負債純資産合計 10,521,669 10,658,116
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（２）四半期損益計算書 
 第３四半期累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 4,095,357 4,492,560

売上原価 3,357,307 3,574,856

売上総利益 738,050 917,704

販売費及び一般管理費 589,632 639,369

営業利益 148,417 278,334

営業外収益   

受取利息 4,458 3,889

受取配当金 4,951 6,018

その他 13,384 11,060

営業外収益合計 22,794 20,968

営業外費用   

売上割引 1,603 2,947

その他 314 416

営業外費用合計 1,917 3,364

経常利益 169,295 295,938

特別利益   

固定資産売却益 16 －

貸倒引当金戻入額 1,973 －

製品保証引当金戻入額 3,016 －

特別利益合計 5,006 －

特別損失   

固定資産除却損 230 86

ゴルフ会員権評価損 246 －

特別損失合計 476 86

税引前四半期純利益 173,825 295,851

法人税、住民税及び事業税 82,051 153,367

法人税等調整額 1,286 △20,479

法人税等合計 83,338 132,888

四半期純利益 90,486 162,963
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 該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第３四半期累計期間(自  平成23年１月１日  至  平成23年９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３四半期累計期間(自  平成24年１月１日  至  平成24年９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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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 2,184,927 1,458,039 452,390 4,095,357 ─ 4,095,357

  セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

41,128 ─ ─ 41,128 △41,128 ─

計 2,226,055 1,458,039 452,390 4,136,486 △41,128 4,095,357

 セグメント利益 89,549 38,283 20,585 148,417 ─ 148,417

 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 2,144,532 1,801,517 546,510 4,492,560 ─ 4,492,560

  セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

47,159 ─ ─ 47,159 △47,159 ─

計 2,191,691 1,801,517 546,510 4,539,719 △47,159 4,492,560

 セグメント利益 77,509 166,540 34,284 278,334 ─ 278,334

 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

（５）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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