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２．配当の状況 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％

26年３月期第１四半期  2,076  △31.1  157 △51.6  171  △46.5  107 △44.5

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

  
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

26年３月期第１四半期  7.57 －

25年３月期第１四半期  13.65 －

  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

26年３月期第１四半期  10,110  5,886  58.2  414.57

25年３月期  9,935  5,798  58.4  408.37

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 5,886百万円   25年３月期 5,798百万円 

  
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 
25年３月期  － 2.00 － 3.00  5.00

26年３月期  －     

26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26年３月期の業績予想（平成25年４月１日～平成26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）  4,450  △12.7  150 △35.1  140 △35.4  80  △39.3  5.63

通期  9,000  △8.3  320  23.2  300 △25.4  170  △29.8  11.97

（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    ： 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） 26年３月期１Ｑ 14,280,000株 25年３月期 14,280,000株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 80,148株 25年３月期 79,647株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 14,200,178株 25年３月期１Ｑ 14,201,869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）業績予想などの将来予測情

報に関する説明」をご覧ください。
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（１）経営成績に関する説明 
 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・コントロールは上下水道向けの需要が落
ち込み受注は減少いたしました。ジャッキは官公庁向け需要の増加に伴い受注が増加いたしましたが、その他の
増減速機は受注が減少いたしました。また、歯車につきましては自動車用の需要が大幅に落ち込み受注は減少い
たしました。その結果、歯車及び歯車装置事業では受注は大幅に減少いたしました。工事事業につきましては、
火力発電所向けは増加いたしましたが石油向けの落ち込みが大きく受注は減少いたしました。 
 その結果、当第１四半期累計期間の受注高は22億17百万円（前年同期比12.5％減）、売上高は20億76百万円
（前年同期比31.1％減）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31億98百万円（前事業年度
末比4.6％増）となりました。 
 損益面につきましては、売上高が減少したため経費削減に努めた結果、営業利益は１億57百万円（前年同期比
51.6％減）、経常利益は１億71百万円（前年同期比46.5％減）、四半期純利益は１億７百万円（前年同期比
44.5％減）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、船舶、化学向けが増加したものの、
上下水道、補修用部品、火力発電所、輸出、石油、原子力発電所向けが落ち込んだことにより、前年同期比
7.5％減少いたしました。売上高は、輸出が増加したものの、火力発電所、補修用部品、船舶、上下水道向けが
落ち込んだことにより、前年同期比30.6％減少いたしました。ジャッキにつきましては、受注高は官公庁向けが
増加したため、前年同期比6.6％増加いたしましたが、売上高は産業用機械、液晶関連、電子関連向け設備投資
が落ち込んだため、前年同期比18.2％減少いたしました。その他の増減速機につきましては、受注高は前年同期
比26.6％、売上高も前年同期比22.7％それぞれ減少いたしました。歯車の受注高は、その他産業機械用が増加し
たものの、自動車用が不振であったことに加え、鉄道・船舶用、特殊車両用も落ち込み、前年同期比24.3％減少
いたしました。売上高も、鉄道・船舶用が増加したものの、自動車用、その他産業機械用、特殊車両用が落ち込
んだことにより、前年同期比33.2％減少いたしました。 
 工事事業につきましては、受注高は火力発電所向けが増加したものの、石油向けの落ち込みが大きく前年同期
比11.8％減少いたしました。売上高は火力発電所、原子力発電所向けが大幅に落ち込み前年同期比35.1％減少い
たしました。 

    
（２）財政状態に関する説明 

  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２億５百万円増加
し71億７百万円となりました。これは主に売上債権が３億14百万円減少いたしましたが、現金及び預金が４億28
百万円、たな卸資産が１億16百万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30百万円減少し30億３百万円となりました。これは主に有形固定資産が47百万
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94百万円減少し24億50百万円となりました。これは主に未払法人税等が67百万
円、預り金が64百万円増加いたしましたが、仕入債務が28百万円、賞与引当金が２億４百万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１億81百万円増加し17億72百万円となりました。これは主に退職給付引当金が
37百万円、リース債務が22百万円減少いたしましたが、長期借入金が２億54百万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87百万円増加して58億86百万円となりました。これは主に利益剰余金が64百万円
増加したことによるものであります。 

   
（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成25年５月14日の「平成25年３月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」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．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 1,369,777 1,797,811 
受取手形及び売掛金 3,142,310 2,827,558 
商品及び製品 168,462 148,432 
仕掛品 532,073 518,957 
原材料及び貯蔵品 1,217,120 1,366,417 
その他 472,004 447,845 
流動資産合計 6,901,749 7,107,023 

固定資産   
有形固定資産   
土地 1,013,291 1,013,291 
その他（純額） 1,183,971 1,136,024 
有形固定資産合計 2,197,262 2,149,315 

無形固定資産 133,792 128,558 
投資その他の資産   
投資有価証券 420,273 457,387 
その他 287,693 273,036 
貸倒引当金 △5,200 △5,200 

投資その他の資産合計 702,767 725,223 

固定資産合計 3,033,822 3,003,097 

資産合計 9,935,571 10,110,121 
負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 1,441,877 1,413,811 
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 310,500 297,000 
未払法人税等 － 67,976 
賞与引当金 295,637 91,055 
その他 417,025 500,723 
流動負債合計 2,545,041 2,450,567 

固定負債   
社債 200,000 200,000 
長期借入金 215,000 469,000 
退職給付引当金 643,635 606,110 
役員退職慰労引当金 14,630 1,785 
環境対策引当金 23,541 23,541 
資産除去債務 204,150 204,187 
その他 290,608 268,055 
固定負債合計 1,591,565 1,772,679 

負債合計 4,136,606 4,223,246 
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25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 3,490,646 3,555,607 
自己株式 △25,773 △25,976 

株主資本合計 5,702,021 5,766,779 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 96,943 120,095 
評価・換算差額等合計 96,943 120,095 

純資産合計 5,798,964 5,886,874 

負債純資産合計 9,935,571 10,110,121 
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 3,013,579 2,076,924 
売上原価 2,152,868 1,434,500 
売上総利益 860,710 642,424 
販売費及び一般管理費 536,039 485,329 
営業利益 324,671 157,094 
営業外収益   
受取利息 0 0 
受取配当金 5,328 4,774 
助成金収入 － 12,229 
その他 1,889 2,982 
営業外収益合計 7,217 19,986 

営業外費用   
支払利息 8,328 5,936 
為替差損 3,703 － 
その他 264 58 
営業外費用合計 12,295 5,995 

経常利益 319,593 171,085 
特別損失   
固定資産除却損 20 － 

特別損失合計 20 － 

税引前四半期純利益 319,572 171,085 

法人税等 125,688 63,524 
四半期純利益 193,884 107,561 
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。 

   

Ⅰ 前第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。 
  

Ⅱ 当第１四半期累計期間（自平成25年４月１日 至平成25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）セグメント利益又は損失（△）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）四半期財務諸表に関する注記事項
（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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  1,985,795  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

  

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  1,409,390  667,533  2,076,924

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  －  －

計   1,409,390  667,533  2,076,924

セグメント利益又は損失（△）  △33,876  190,970  157,094
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