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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 11,272 ― △675 ― △641 ― △367 ―
20年3月期第1四半期 8,529 4.3 △1,017 ― △977 ― △615 ―

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

21年3月期第1四半期 △5.86 ―
20年3月期第1四半期 △9.82 ―

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

21年3月期第1四半期 72,487 31,896 44.0 508.69
20年3月期 78,972 32,220 40.8 513.84

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  31,896百万円 20年3月期  32,220百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 25,000 6.2 △800 ― △950 ― △800 ― △12.76
通期 68,000 3.9 4,000 25.1 3,800 39.2 2,100 80.7 33.49

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注)詳細は、2ページ「定性的情報・財務諸表等」 4. その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注)詳細は、2ページ「定性的情報・財務諸表等」 4. その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
2.業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる可能性があります。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  62,844,251株 20年3月期  62,844,251株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  140,390株 20年3月期  139,484株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  62,704,143株 20年3月期第1四半期  62,710,538株
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㈱京三製作所(6742) 平成21年３月期 第1四半期決算短信

・定性的情報・財務諸表等

１.連結経営成績に関する定性的情報

　当第1四半期の売上高は、前年同四半期に比べて2,743百万円増の11,272百万円となりました。
　事業のセグメント別売上高では、信号システム事業が8,487百万円、電気機器事業が2,784百万円となりま
した。
　信号システム事業は、鉄道信号システムにおきましてＡＴＣ、ＡＴＳ装置など信号保安製品を中心に受注
高・売上高ともに引き続き堅調に推移いたしました。
　一方、電気機器事業は、産業機器用電源装置におきまして前期における受注時期の影響により、売上時期
が第2四半期以降となるため売上高は減少しましたが、受注高は前年同四半期に比べて増加しております。
　この結果、当第1四半期の経常損失は前年同四半期に比べて336百万円減の641百万円、四半期純損失は前年
同四半期に比べて248百万円減の367百万円となりました。
　なお、当社グループの主力事業であります信号システム事業の製品出荷は、第2四半期末や年度末に集中す
るため、第1四半期の売上高および利益は例年低い水準で推移する傾向にあります。

２.連結財政状態に関する定性的情報

(1) 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の総資産は前連結会計年度末に比べて6,484百万円減少し、72,487百万円

となりました。主な増減は以下のとおりであります。
　資産の部は現金及び預金が876百万円、たな卸資産が3,900百万円増加、投資有価証券が時価評価等に
より499百万円増加し、受取手形及び売掛金が12,201百万円減少しました。
　負債の部は支払手形及び買掛金が609百万円、未払法人税等が524百万円、長期借入金が4,115百万円減
少しました。
　純資産の部はその他有価証券評価差額金が337百万円増加し、利益剰余金が681百万円減少しました。

(2) キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ、846百万円増加し6,526

百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
　営業活動によるキャッシュ・フローは5,109百万円のプラスとなりました。これは、たな卸資産が
3,894百万円増加しましたが、売上債権が12,212百万円減少したことが主な要因であります。
　投資活動によるキャッシュ・フローは399百万円のマイナスとなりました。これは有形固定資産の取得
により319百万円支出したことが主な要因であります。
　財務活動によるキャッシュ・フローは3,867百万円のマイナスとなりました。これは短期借入金が
3,430百万円減少したことが主な要因であります。

３.連結業績予想に関する定性的情報

 第2四半期連結累計期間および通期の業績予想に関しましては、平成20年5月14日の決算発表時点と変更は
ありません。
　なお、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる可能性があります。

４.その他

(1) 期中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)
該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理および四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
①固定資産の減価償却費の算定方法

固定資産の年度中の取得、売却または除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を
期間按分する方法によっております。
　なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分し
て算定する方法によっております。

②税金費用の計算
税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計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。
　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)および「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半
期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
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㈱京三製作所(6742) 平成21年３月期 第1四半期決算短信

５.四半期連結財務諸表

(1) 【四半期連結貸借対照表】

　 （単位：百万円）

当第1四半期連結会計期間末
(平成20年6月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年3月31日)

資産の部

　流動資産

　 現金及び預金 7,433 6,556

　 受取手形及び売掛金 16,378 28,579

　 製品 3,585 3,442

　 半製品 1,392 1,307

　 原材料及び貯蔵品 252 214

　 仕掛品 17,025 13,391

　 繰延税金資産 1,304 1,026

　 その他 336 185

　 貸倒引当金 △ 14 △ 22

　 流動資産合計 47,694 54,682

　固定資産

　 有形固定資産 7,842 7,636

　 無形固定資産 842 806

　 投資その他の資産

　 投資有価証券 12,704 12,204

　 繰延税金資産 2,067 2,298

　 その他 1,392 1,429

　 貸倒引当金 △ 56 △ 85

　 投資その他の資産合計 16,107 15,846

　 固定資産合計 24,792 24,289

　資産合計 72,487 78,972
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㈱京三製作所(6742) 平成21年３月期 第1四半期決算短信

　    （単位：百万円）

当第1四半期連結会計期間末
(平成20年6月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年3月31日)

負債の部

　流動負債

　 支払手形及び買掛金 17,306 17,916

　 短期借入金 8,444 7,883

　 未払法人税等 60 584

　 役員賞与引当金 36 95

　 受注損失引当金 191 102

　 その他 4,549 5,771

　 流動負債合計 30,589 32,353

　固定負債

　 長期借入金 2,790 6,905

　 退職給付引当金 6,862 7,082

　 役員退職慰労引当金 56 54

　 その他 292 355

　 固定負債合計 10,001 14,398

　負債合計 40,590 46,751

純資産の部

　株主資本

　 資本金 6,270 6,270

　 資本剰余金 4,625 4,625

　 利益剰余金 18,629 19,310

　 自己株式 △ 47 △ 47

　 株主資本合計 29,477 30,159

　評価・換算差額等

　 その他有価証券評価差額金 2,490 2,153

　 為替換算調整勘定 △ 71 △ 91

　 評価・換算差額等合計 2,419 2,061

　純資産合計 31,896 32,220

負債純資産合計 72,487 78,972
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㈱京三製作所(6742) 平成21年３月期 第1四半期決算短信

(2) 【四半期連結損益計算書】

　 （単位：百万円）

当第1四半期連結累計期間
(自 平成20年4月1日
 至 平成20年6月30日)

売上高 11,272

売上原価 9,887

売上総利益 1,385

販売費及び一般管理費

　給料及び手当 601

　賞与 177

　役員賞与引当金繰入額 20

　退職給付費用 66

　減価償却費 45

　荷造及び発送費 196

　その他 952

　販売費及び一般管理費合計 2,060

営業損失（△） △ 675

営業外収益

　受取配当金 75

　受取保険金 43

　その他 44

　営業外収益合計 163

営業外費用

　支払利息 57

　持分法による投資損失 56

　その他 16

　営業外費用合計 129

経常損失（△） △ 641

特別利益

　貸倒引当金戻入額 16

　特別利益合計 16

特別損失

　固定資産除売却損 0

　特別損失合計 0

税金等調整前四半期純損失（△） △ 625

法人税等 △ 257

四半期純損失（△） △ 367
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

　 （単位：百万円）

当第1四半期連結累計期間

(自 平成20年4月1日

 至 平成20年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 税金等調整前四半期純損失（△） △ 625

　減価償却費 335

　貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 36

　退職給付引当金の増減額（△は減少） △ 220

　持分法による投資損益（△は益） 56

　受取利息及び受取配当金 △ 77

　支払利息 57

　売上債権の増減額（△は増加） 12,212

　たな卸資産の増減額（△は増加） △ 3,894

　仕入債務の増減額（△は減少） △ 612

　その他 △ 1,555

　小計 5,637

　利息及び配当金の受取額 89

　利息の支払額 △ 71

　法人税等の支払額 △ 546

　営業活動によるキャッシュ・フロー 5,109

投資活動によるキャッシュ・フロー

　定期預金の預入による支出 △ 49

　定期預金の払戻による収入 27

　投資有価証券の取得による支出 △ 1

　有形固定資産の取得による支出 △ 319

　無形固定資産の取得による支出 △ 86

　その他 30

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 399

財務活動によるキャッシュ・フロー

　短期借入金の純増減額（△は減少） △ 3,430

　長期借入金の返済による支出 △ 123

　配当金の支払額 △ 313

　その他 0

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 3,867

現金及び現金同等物に係る換算差額 4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 846

現金及び現金同等物の期首残高 5,679

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,526
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㈱京三製作所(6742) 平成21年３月期 第1四半期決算短信

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項なし

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第1四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日)

信号システム
事業

(百万円)

電気機器
事業

(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

　 売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

8,487 2,784 11,272 ― 11,272

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

0 184 185 (185) ―

計 8,488 2,969 11,457 (185) 11,272

　 営業利益又は
　 営業損失(△)

△66 57 △8 (666) △675

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な製品

（1）信号システム事業・・・・列車運行管理システム、列車保安制御システム、交通管制システム

（2）電気機器事業・・・・・・半導体応用機器

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は、親会社の管理部門等に係る費用であります。

【所在地別セグメント情報】

当第1四半期連結累計期間については、全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれ

も90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

【海外売上高】

当第1四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日)

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,244 34 1,279

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 11,272

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

11.0 0.3 11.3

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

（1）アジア・・・・・・・・・・中国、台湾、韓国等

（2）その他・・・・・・・・・・ベネズエラ等

２．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項なし
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㈱京三製作所(6742) 平成21年３月期 第1四半期決算短信

「参考資料」

前第1四半期に係る財務諸表等

（1）（要約）四半期連結損益計算書

　 （単位 百万円）

科                  目
前第1四半期連結累計期間
（自 平成19年4月1日

　 至 平成19年6月30日）

　売上高 8,529

　売上原価 7,552

　売上総利益 977

　販売費及び一般管理費 1,994

　営業損失（△） △1,017

　営業外収益 137

　営業外費用 98

　経常損失（△） △977

　特別損失 14

　税金等調整前四半期純損失（△） △991

　法人税等 △347

　少数株主損失 28

　四半期純損失（△） △615

― 8 ―

決算短信 2008年08月06日 10時56分 01570xe01_in 7ページ （Tess 1.10 20080626_01）



㈱京三製作所(6742) 平成21年３月期 第1四半期決算短信

（2）（要約）四半期連結キャッシュフロー計算書

　 （単位 百万円）

科  目
前第1四半期連結累計期間
（自 平成19年4月1日

　 至 平成19年6月30日）

　営業活動によるキャッシュ・フロー

  税金等調整前四半期純損失（△） △991

  減価償却費 243

  売上債権の増減額(増加：△) 12,111

  たな卸資産の増減額(増加：△) △4,698

  仕入債務の増減額(減少：△) △1,037

　 法人税等の支払額 △1,253

  その他 △919

　営業活動によるキャッシュ・フロー 3,454

　投資活動によるキャッシュ・フロー

  定期預金の払戻による収入 29

  有形固定資産の取得による支出 △267

  有形固定資産の売却による収入 860

  その他 △58

　投資活動によるキャッシュ・フロー 564

　財務活動によるキャッシュ・フロー

  短期借入金の純増減額(減少：△) △1,366

  長期借入による収入 ―

  長期借入金の返済による支出 △82

  配当金の支払額 △408

  その他 △0

　財務活動によるキャッシュ・フロー △1,857

　現金及び現金同等物に係る換算差額 4

　現金及び現金同等物の増減額(減少：△) 2,165

　現金及び現金同等物期首残高 4,203

　現金及び現金同等物四半期末(期末)残高 6,369
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㈱京三製作所(6742) 平成21年３月期 第1四半期決算短信

（3）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年6月30日)

信号システム
事業

(百万円)

電気機器
事業

(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

　 売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

5,110 3,418 8,529 ― 8,529

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

― 188 188 (188) ―

計 5,110 3,607 8,718 (188) 8,529

　 営業利益又は
　 営業損失(△)

△ 667 257 △ 410 (606) △ 1,017

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な製品

（1）信号システム事業・・・・列車運行管理システム、列車保安制御システム、交通管制システム

（2）電気機器事業・・・・・・半導体応用機器

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は、親会社の管理部門等に係る費用であります。

【所在地別セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間については、全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれ

も90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

【海外売上高】

前第1四半期連結累計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年6月30日)

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 753 3 756

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 8,529

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

8.8 0.0 8.8

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

（1）アジア・・・・・・・・・・中国、インド、韓国等

（2）その他・・・・・・・・・・ベネズエラ等

２．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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