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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 3,195 44.5 △221 ― △107 ― △48 ―
24年3月期第1四半期 2,211 △0.4 △210 ― △93 ― △37 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △127百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △105百万円 （―％）

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 △2.73 ―
24年3月期第1四半期 △2.11 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 31,586 14,561 35.5
24年3月期 33,663 14,833 34.1
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  11,223百万円 24年3月期  11,474百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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 ― ― ― 7.00 7.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） ― ― 7.00 7.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（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） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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) 9,500 25.7 150 90.7 300 18.9 200 △62.6 11.22
通期 21,500 5.8 850 2.0 1,200 2.6 800 △53.3 44.88



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 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 
 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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に
対する四半期レビュー手続きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見直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ページの「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結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 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   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 18,018,000 株 24年3月期 18,018,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 191,404 株 24年3月期 190,804 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 17,826,623 株 24年3月期1Q 17,829,301 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期におけるわが国経済は、東日本大震災の復旧に伴い雇用環境の改善の兆しがみられる

など穏やかな景気回復となりつつあるものの、電力問題や円高水準の長期化に加えて欧州財政危機

に伴う世界経済の低迷など、今後の企業を取り巻く環境は不透明感が一層強まり極めて厳しい経営

環境で推移しました。 

このような状況のもと、当社グループは受注の獲得と拡大に取り組んでまいりました。鉄道信号関

連事業については、ＡＴＣ（自動列車制御装置）等のシステム製品及び継電連動装置・ＡＴＳ（自

動列車停止装置）等は減少しましたが、踏切装置・踏切障害物検知装置・リレー等のフィールド製

品及び電子連動装置等は増加したことに加えて株式会社三工社が連結子会社となり、売上高は28億

50百万円（前年同期比45.0％増）となりました。 

産業用機器関連事業については、非接触耐熱ＩＤシステム・可塑成形及びメッキ等は減少しました

が、梯子車･高所放水車制御装置、塗装及び金型等は増加し、売上高は２億90百万円（前年同期比

18.0％増）となりました。 

不動産関連事業については、株式会社三工社の連結によりセグメント区分として加わり、売上高は

54百万円となりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は31億95百万円（前年同期比44.5％増）、営

業損失は２億21百万円（前年同期は営業損失２億10百万円）、経常損失は１億７百万円（前年同期

は経常損失93百万円）、四半期純損失は48百万円（前年同期は四半期純損失37百万円）となりまし

た。 

 

（２）連結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） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ20億77百万円減少し、

315億86百万円となりました。これは、たな卸資産が16億31百万円、現金及び預金が22億53百万円そ

れぞれ増加しましたが、受取手形及び売掛金が42億29百万円減少したことなどによるものです。 

当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ18億５百万円減少し、170

億24百万円となりました。これは、短期借入金が９億85百万円、未払法人税等が４億円それぞれ減

少したことなどによるものです。 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ２億71百万円減少し、

145億61百万円となりました。これは、配当金の支払等により利益剰余金が１億73百万円減少したこ

となどによるものです。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間は、概ね当初予定通りに推移しており、平成24年５月15日発表の業績

予想に変更はありません。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より平成24年４月１

日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更して

おります。 

なお、この変更に伴う損益に与える影響額は軽微であります。 
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３．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,167,856 4,421,028 

受取手形及び売掛金 9,418,831 5,188,866 

商品及び製品 2,855,220 2,722,613 

仕掛品 3,485,307 5,056,285 

原材料及び貯蔵品 1,887,455 2,080,435 

その他 2,304,776 741,110 

貸倒引当金 △15,261 △13,049 

流動資産合計 22,104,185 20,197,290 

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,146,324 5,172,364 

その他（純額） 2,384,945 2,309,226 

有形固定資産合計 7,531,269 7,481,590 

無形固定資産 188,493 173,491 

投資その他の資産 3,839,703 3,733,732 

固定資産合計 11,559,467 11,388,814 

資産合計 33,663,652 31,586,105 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,873,561 4,519,481 

短期借入金 4,141,900 3,156,900 

未払法人税等 420,880 20,297 

賞与引当金 674,684 426,755 

役員賞与引当金 28,143 17,545 

製品補修引当金 297,789 295,290 

受注損失引当金 26,973 26,973 

損害賠償損失引当金 61,800 － 

その他 1,181,996 1,551,892 

流動負債合計 11,707,727 10,015,135 

固定負債   

社債 375,000 375,000 

長期借入金 487,700 477,550 

退職給付引当金 2,153,003 2,154,771 

役員退職慰労引当金 142,329 131,914 

製品補修引当金 230,000 230,000 

特別修繕引当金 60,000 63,750 

その他 3,674,636 3,576,281 

固定負債合計 7,122,669 7,009,266 

負債合計 18,830,396 17,024,402 
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(単位：千円)

前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,500,039 1,500,039 

資本剰余金 1,233,716 1,233,716 

利益剰余金 8,396,672 8,223,195 

自己株式 △52,810 △52,981 

株主資本合計 11,077,618 10,903,969 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 397,240 319,721 

その他の包括利益累計額合計 397,240 319,721 

少数株主持分 3,358,396 3,338,011 

純資産合計 14,833,256 14,561,702 

負債純資産合計 33,663,652 31,586,105 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

 四半期連結損益計算書 

 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高 2,211,835 3,195,369 

売上原価 1,671,906 2,371,303 

売上総利益 539,928 824,066 

販売費及び一般管理費 750,710 1,045,702 

営業損失（△） △210,782 △221,636 

営業外収益   

受取配当金 31,510 41,415 

持分法による投資利益 97,404 － 

負ののれん償却額 － 69,920 

雑収入 2,417 21,738 

営業外収益合計 131,333 133,073 

営業外費用   

支払利息 14,495 16,639 

雑損失 10 2,095 

営業外費用合計 14,505 18,735 

経常損失（△） △93,954 △107,297 

特別利益   

固定資産売却益 － 28 

特別利益合計 － 28 

特別損失   

固定資産除却損 － 195 

特別損失合計 － 195 

税金等調整前四半期純損失（△） △93,954 △107,464 

法人税、住民税及び事業税 5,540 32,366 

法人税等調整額 △61,878 △98,214 

法人税等合計 △56,338 △65,847 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △37,616 △41,617 

少数株主利益 － 7,069 

四半期純損失（△） △37,616 △48,686 
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 四半期連結包括利益計算書 

 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △37,616 △41,617 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △55,753 △86,374 

持分法適用会社に対する持分相当額 △11,955 － 

その他の包括利益合計 △67,709 △86,374 

四半期包括利益 △105,325 △127,991 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △105,325 △126,206 

少数株主に係る四半期包括利益 － △1,785 
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（３）継続企業の前提に関する注記 

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

該当事項はありません。 

 

 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

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

該当事項はありません。 
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