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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 ％

25年３月期第３四半期  7,447 △10.4  369 △66.5  352  △67.1  213 △36.1

24年３月期第３四半期  8,310  7.5  1,101  29.5  1,073  26.4  333 △11.8

  
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３四半期  15.01 －

24年３月期第３四半期  23.50 －

  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３四半期  10,117  5,720  56.5  402.85

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３四半期 5,720百万円   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  － 2.00 －     

25年３月期（予想）       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、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  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３Ｑ 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３Ｑ 79,197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３Ｑ 14,201,374株 24年３月期３Ｑ 14,204,325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３四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の下支えがあったものの、海外経

済の減速等を背景として生産・輸出が弱含みであり、企業収益の悪化を受けて設備投資は頭打ち感がみられるな

ど、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

減速機の需要が落ち込み受注は減少、また、歯車につきましても受注は不振で大幅に減少、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、原子力発電所向けの

落ち込みが大きく、受注は大幅に減少いたしました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間の受注高は72億49百万円（前年同期比18.4％減）、当第３四半期会計期間

末の受注残高は33億３百万円（前事業年度末比5.6％減）となりました。 

 売上高・損益面につきましては、東日本大震災後の復旧・復興需要等も一段落し、売上高は74億47百万円（前

年同期比10.4％減）、損益面では営業利益が３億69百万円（前年同期比66.5％減）、経常利益は３億52百万円

（前年同期比67.1％減）、四半期純利益は２億13百万円（前年同期比36.1％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、輸出、上下水道、石油向けが増加

したものの、火力発電所、原子力発電所、船舶、鉄鋼向けが減少したことにより、前年同期比8.0％減少いたし

ました。売上高は、輸出、上下水道、石油、船舶向けが増加したものの、火力発電所、原子力発電所、鉄鋼向け

が減少したため、前年同期比10.2％減少となりました。ジャッキにつきましては、産業用機械、液晶関連、電子

関連向けの設備投資に減少傾向が強まり、前年同期比で受注高22.1％、売上高は17.1％それぞれ減少いたしまし

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17.2％減少し、売上高も6.0％減少いたしました。

歯車の受注高は、自動車用は増加したものの、その他産業機械用、建設機械用、鉄道・船舶用が減少したため、

前年同期比28.1％の大幅な減少となりました。売上高は、自動車用、鉄道・船舶用が増加したものの、建設機械

用、その他産業機械用が減少したため、前年同期比6.6％減少いたしました。以上の結果、歯車及び歯車装置事

業では、受注高は前年同期比16.2％減少、売上高も前年同期比9.6％減少いたしました。 

 工事事業につきましては、受注高は石油向けが増加いたしましたが、火力発電所、原子力発電所向けの落ち込

みが大きく前年同期比22.9％の大幅な減少となりました。売上高も石油向けが増加いたしましたが、火力発電

所、原子力発電所向けが減少したため、前年同期比12.0％の減少となりました。 

     

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第３四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12億７百万円減少

し71億12百万円となりました。これは主に現金及び預金が７億26百万円、売上債権が４億50百万円、たな卸資産

が１億35百万円減少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57百万円減少し30億５百万円となりました。これは主に有形固定資産が68百万

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11億24百万円減少し26億98百万円となりました。これは主に短期借入金が１億

64百万円増加しましたが、仕入債務が４億39百万円、賞与引当金が４億23百万円、未払法人税等が２億65百万

円、１年内返済予定の長期借入金が１億１百万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２億71百万円減少し16億98百万円となりました。これは主に長期借入金が２億

43百万円、社債が40百万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１億30百万円増加し57億20百万円となりました。これは主に利益剰余金が１億27

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、平成24年５月14日の「平成24年３月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」で公表

いたしました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



（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３四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、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３四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



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24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,990,895 1,264,814

受取手形及び売掛金 3,584,879 3,134,444

商品及び製品 200,270 136,093

仕掛品 789,403 601,519

原材料及び貯蔵品 1,354,205 1,470,957

その他 400,190 504,190

流動資産合計 8,319,845 7,112,019

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 1,206,328

有形固定資産合計 2,288,574 2,219,619

無形固定資産 141,695 145,950

投資その他の資産   

投資有価証券 334,401 342,824

その他 304,091 302,562

貸倒引当金 △5,200 △5,200

投資その他の資産合計 633,293 640,186

固定資産合計 3,063,563 3,005,756

資産合計 11,383,408 10,117,776

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,932,398 1,492,758

短期借入金 － 164,000

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 442,500 341,000

未払法人税等 265,943 －

賞与引当金 571,556 147,947

役員賞与引当金 37,843 －

その他 492,782 472,619

流動負債合計 3,823,023 2,698,325

固定負債   

社債 280,000 240,000

長期借入金 525,500 282,000

退職給付引当金 612,110 634,751

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 207,879 204,354

その他 305,842 299,371

固定負債合計 1,970,503 1,698,649

負債合計 5,793,527 4,396,974



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12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 848,348 848,348

利益剰余金 3,333,832 3,461,793

自己株式 △25,139 △25,588

株主資本合計 5,545,840 5,673,353

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 44,040 47,448

評価・換算差額等合計 44,040 47,448

純資産合計 5,589,881 5,720,801

負債純資産合計 11,383,408 10,117,776



（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４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 8,310,935 7,447,465

売上原価 5,679,611 5,495,322

売上総利益 2,631,323 1,952,142

販売費及び一般管理費 1,529,755 1,582,694

営業利益 1,101,567 369,448

営業外収益   

受取利息 90 110

受取配当金 9,143 9,016

その他 4,240 5,821

営業外収益合計 13,474 14,948

営業外費用   

支払利息 30,791 25,369

手形売却損 97 －

その他 10,477 6,151

営業外費用合計 41,366 31,521

経常利益 1,073,675 352,875

特別利益   

受取補償金 7,340 －

その他 0 －

特別利益合計 7,340 －

特別損失   

固定資産売却損 2,881 1,241

固定資産除却損 506 734

減損損失 250,833 －

投資有価証券評価損 4,430 －

災害による損失 8,392 －

特別損失合計 267,043 1,975

税引前四半期純利益 813,972 350,899

法人税等 480,229 137,728

四半期純利益 333,742 213,171



  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３四半期累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31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  

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 歯車及び歯車装置事業において、業務の効率化により、一部の固定資産が遊休状態となったため減損

損失を計上することとなりました。なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期累計期間においては

250,833千円であります。   

  

Ⅱ 当第３四半期累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年12月31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。 

  

（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  5,659,903  2,651,032  8,310,935

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －

計   5,659,903  2,651,032  8,310,935

セグメント利益  274,819  826,748  1,101,567

  

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  5,115,578  2,331,887  7,447,465

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －

計   5,115,578  2,331,887  7,447,465

セグメント利益 

又はセグメント損失（△）  
 △62,618  432,066  369,448



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。   
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