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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 3,204 0.3 △253 ― △142 ― △74 ―
25年3月期第1四半期 3,195 44.5 △221 ― △107 ― △48 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 5百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △127百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 △4.19 ―
25年3月期第1四半期 △2.73 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 34,563 16,375 37.3
25年3月期 36,101 16,514 36.1
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  12,908百万円 25年3月期  13,043百万円

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

25年3月期 ― ― ― 7.00 7.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― 7.00 7.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（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）

（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) 9,000 9.7 100 △22.3 300 △4.2 200 △8.1 11.22
通期 21,000 △5.7 900 △32.1 1,100 △33.5 700 △40.4 39.27



(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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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   ：  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 18,018,000 株 25年3月期 18,018,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 195,946 株 25年3月期 194,659 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 17,822,773 株 25年3月期1Q 17,826,623 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期におけるわが国経済は、新政権の経済政策への期待感を背景に円高の是正や株価の上

昇などゆるやかな持ち直しの傾向がみられる一方で、株式市場の調整局面が長引くとともに原材料

及びエネルギー価格等の上昇に加えて、中国をはじめとした新興国及び欧州経済への不安感が払拭

されないことから、今後の企業を取り巻く環境は先行き不透明な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、踏切障害物検知装置・信号機･標識等のフィールド製品及び電子連動装置等は増

加しましたが、ＡＴＣ（自動列車制御装置）等のシステム製品及び踏切装置・リレー等は減少し、

売上高は27億83百万円（前年同期比2.4％減）となりました。 

産業用機器関連事業については、可塑成形及び金型等は減少しましたが、非接触耐熱ＩＤシステ

ム・鉄道車両用ブレーキ自動隙間調整器・梯子車･高所放水車制御装置及びエネルギー監視システム

等は増加し、売上高は３億27百万円（前年同期比13.1％増）となりました。 

不動産関連事業については、当社の不動産賃貸事業等により、売上高は93百万円（前年同期比

70.7％増）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32億４百万円（前年同期比0.3％増）、営

業損失は２億53百万円（前年同期は営業損失２億21百万円）、経常損失は１億42百万円（前年同期

は経常損失１億７百万円）、四半期純損失は74百万円（前年同期は四半期純損失48百万円）となり

ました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

（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15億38百万円減少し、

345億63百万円となりました。これは、たな卸資産が16億81百万円、現金及び預金が15億44百万円そ

れぞれ増加しましたが、受取手形及び売掛金が52億１百万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13億99百万円減少し、181

億87百万円となりました。これは、未払法人税等が４億95百万円、短期借入金が４億30百万円それ

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１億38百万円減少し、

163億75百万円となりました。これは、配当金の支払等により利益剰余金が１億99百万円減少したこ

となどによるものです。 

 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

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25年５月16日発表の業績

予想に変更はありません。 
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２．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,546,136 5,091,116 

受取手形及び売掛金 9,310,764 4,109,671 

商品及び製品 2,588,572 3,025,544 

仕掛品 3,626,315 4,452,284 

原材料及び貯蔵品 1,864,514 2,283,531 

その他 765,158 1,139,493 

貸倒引当金 △13,144 △11,681 

流動資産合計 21,688,317 20,089,960 

固定資産   

有形固定資産   

土地 6,466,245 6,466,245 

その他（純額） 3,173,884 3,094,079 

有形固定資産合計 9,640,130 9,560,325 

無形固定資産 161,863 172,516 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,937,657 4,047,395 

その他 673,656 695,593 

貸倒引当金 － △2,700 

投資その他の資産合計 4,611,314 4,740,288 

固定資産合計 14,413,308 14,473,130 

資産合計 36,101,626 34,563,091 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,289,684 4,396,119 

短期借入金 3,779,000 3,349,000 

未払法人税等 507,846 12,198 

賞与引当金 736,193 441,999 

役員賞与引当金 32,440 15,963 

製品補修引当金 355,786 308,459 

受注損失引当金 12,766 12,766 

その他 1,592,400 1,443,001 

流動負債合計 11,306,117 9,979,507 

固定負債   

長期借入金 1,931,900 1,874,600 

退職給付引当金 2,171,722 2,171,301 

役員退職慰労引当金 119,483 97,640 

製品補修引当金 230,000 230,000 

特別修繕引当金 75,000 78,750 

その他 3,753,280 3,755,855 

固定負債合計 8,281,386 8,208,147 

負債合計 19,587,503 18,187,654 
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(単位：千円)

前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,500,039 1,500,039 

資本剰余金 1,233,716 1,233,716 

利益剰余金 9,445,910 9,246,476 

自己株式 △53,936 △54,335 

株主資本合計 12,125,730 11,925,897 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 917,873 983,043 

その他の包括利益累計額合計 917,873 983,043 

少数株主持分 3,470,517 3,466,495 

純資産合計 16,514,122 16,375,437 

負債純資産合計 36,101,626 34,563,091 
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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24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

売上高 3,195,369 3,204,206 

売上原価 2,371,303 2,424,234 

売上総利益 824,066 779,972 

販売費及び一般管理費 1,045,702 1,033,873 

営業損失（△） △221,636 △253,901 

営業外収益   

受取配当金 41,415 47,557 

負ののれん償却額 69,920 69,920 

雑収入 21,738 16,806 

営業外収益合計 133,073 134,284 

営業外費用   

支払利息 16,639 18,055 

雑損失 2,095 4,730 

営業外費用合計 18,735 22,785 

経常損失（△） △107,297 △142,402 

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 22 

特別損失合計 195 22 

税金等調整前四半期純損失（△） △107,464 △142,425 

法人税、住民税及び事業税 32,366 15,386 

法人税等調整額 △98,214 △92,886 

法人税等合計 △65,847 △77,499 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △41,617 △64,925 

少数株主利益 7,069 9,745 

四半期純損失（△） △48,686 △74,670 

5

大同信号㈱（6743）　平成26年３月期　第１四半期決算短信



 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24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △41,617 △64,925 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △86,374 70,002 

その他の包括利益合計 △86,374 70,002 

四半期包括利益 △127,991 5,077 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △126,206 △9,500 

少数株主に係る四半期包括利益 △1,785 14,578 
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（３）四半期連結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） 

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

該当事項はありません。 

 

（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25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

該当事項はありません。 
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