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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 6,537 26.3 △607 ― △649 ― △547 ―

20年3月期第3四半期 5,174 △26.8 △1,364 ― △1,400 ― △1,065 ―

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3四半期 △60.88 ―

20年3月期第3四半期 △118.48 ―

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3四半期 10,549 1,867 17.7 207.62
20年3月期 12,602 2,383 18.9 264.94

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,867百万円 20年3月期  2,383百万円

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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21年3月期 0.00 0.00 0.00 ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 12,000 22.0 160 ― 90 ― 20 ― 2.22

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、３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、３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．平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年５月16日発表時の通期業績予想数値に変更はありません。また、上記の予想は、本資料の発表日現在に
おいて入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
２．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）及び「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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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3四半期  9,050,000株 20年3月期  9,050,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  55,450株 20年3月期  55,450株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  8,994,550株 20年3月期第3四半期  8,994,632株
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【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３四半期連結会計期間における我が国経済は、世界的な景気後退が見られるなかで輸出

が大幅に減少したことに伴い、国内企業は減産や設備投資の抑制に取り組むなど、厳しい局面

に立たされています。 

このような状況のなか当連結グループは、交通システム機器部門において、一部で計画が前

倒しとなり売上高が増加しましたが、メカトロ機器部門において海外向けユニット製品、特機

システム機器部門においてセキュリティシステム及び駐輪場管理システムの販売が伸び悩んだ

ことにより、売上高は 22 億５千１百万円となりました。この結果、営業損失は２億８千５百万

円、経常損失は３億２百万円、四半期純損失は２億８千２百万円となりました。 

なお、平成 21 年３月期第１四半期及び第２四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報に

つきましては、平成 21 年３月期第１四半期決算短信（平成 20 年８月 13 日開示）及び第２四半

期決算短信（平成 20 年 11 月 14 日開示）をご参照ください。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は 105 億４千９百万円となり、前連結会計年度

末に比べ 20 億５千２百万円減少致しました。主に現金及び預金の減少６億３千２百万円、受

取手形及び売掛金の減少 18 億８千８百万円、棚卸資産の増加２億５千６百万円によるもので

す。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債は 86 億８千１百万円となり、前連結会計年度末

に比べ 15 億３千７百万円減少致しました。主に支払手形及び買掛金の減少６億８千５百万円、

短期借入金の減少６億７千８百万円、賞与引当金の減少７千２百万円によるものです。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は 18 億６千７百万円となり、前連結会計年度

末に比べ５億１千５百万円減少致しました。主に利益剰余金の減少５億４千７百万円によるも

のです。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期予想につきましては、平成 20 年５月 16 日の決算短信で発表しました業績予想からの変

更はございません。 
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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 

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、売却及び除却等の見積もりを考慮した予算を策定しているため、

当該予算に基づく年間償却予定額を期間按分して算定しております。 

②原価差異の繰延処理 

季節的に変動する操業度により発生した原価差異は、原価計算期間末までにほぼ解消が見込

まれるため、当該原価差異を流動資産（その他）として繰り延べております。 

 

(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 

①四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 

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）及び「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棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、原価法によっておりましたが、第１

四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成 18

年７月５日）が適用されたことに伴い、原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べ、損益に与える影響は軽微であります。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,619,991 2,252,349

受取手形及び売掛金 2,270,846 4,159,401

商品 49,596 9,088

製品 214,453 214,401

半製品 296,931 416,953

原材料 658,110 657,785

仕掛品 989,824 656,117

その他 774,366 427,157

流動資産合計 6,874,119 8,793,255

固定資産   

有形固定資産 1,916,004 1,929,185

無形固定資産 113,908 143,278

投資その他の資産 1,645,320 1,736,524

固定資産合計 3,675,233 3,808,987

資産合計 10,549,352 12,602,243

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,652,278 2,337,618

短期借入金 3,910,000 4,588,000

未払法人税等 6,020 14,947

賞与引当金 99,621 172,075

その他 366,264 359,124

流動負債合計 6,034,184 7,471,765

固定負債   

長期借入金 － 50,000

退職給付引当金 2,336,716 2,361,408

役員退職慰労引当金 87,996 113,102

その他 223,021 222,930

固定負債合計 2,647,735 2,747,441

負債合計 8,681,919 10,219,207
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 700,700 700,700

資本剰余金 1,085,538 1,085,538

利益剰余金 102,711 650,334

自己株式 △40,771 △40,771

株主資本合計 1,848,178 2,395,801

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19,254 △12,765

評価・換算差額等合計 19,254 △12,765

純資産合計 1,867,433 2,383,036

負債純資産合計 10,549,352 12,602,243
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 6,537,105

売上原価 5,256,817

売上総利益 1,280,288

販売費及び一般管理費 1,888,280

営業損失（△） △607,991

営業外収益  

受取利息 1,557

受取配当金 8,403

受取補償金 5,031

不動産賃貸料 6,286

その他 8,030

営業外収益合計 29,310

営業外費用  

支払利息 58,528

その他 12,163

営業外費用合計 70,692

経常損失（△） △649,373

特別利益  

投資有価証券売却益 1

国庫補助金 5,000

特別利益合計 5,001

特別損失  

固定資産除却損 881

投資有価証券評価損 90,947

貸倒引当金繰入額 475

特別損失合計 92,303

税金等調整前四半期純損失（△） △736,675

法人税、住民税及び事業税 14,993

法人税等調整額 △204,047

法人税等合計 △189,053

四半期純損失（△） △547,622
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,251,329

売上原価 1,888,398

売上総利益 362,930

販売費及び一般管理費 648,369

営業損失（△） △285,439

営業外収益  

受取利息 189

受取配当金 2,994

受取補償金 1,434

不動産賃貸料 2,095

その他 1,493

営業外収益合計 8,207

営業外費用  

支払利息 19,646

その他 5,566

営業外費用合計 25,212

経常損失（△） △302,444

特別利益  

投資有価証券売却益 1

特別利益合計 1

特別損失  

固定資産除却損 557

投資有価証券評価損 90,947

特別損失合計 91,504

税金等調整前四半期純損失（△） △393,947

法人税、住民税及び事業税 2,931

法人税等調整額 △114,278

法人税等合計 △111,346

四半期純損失（△） △282,600
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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）及び「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。 

 

(3) 継続企業の前提に関する注記 

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 

該当事項はありません。 
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[参考資料] 

前同四半期に係る財務諸表等 

(1) （要約）四半期連結損益計算書 

前年同四半期 
(平成 20 年 3 月期第 3四半期)科  目 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 5,174,278

Ⅱ 売上原価 4,345,545

売上総利益 828,732

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,193,326

営業損失（△） △1,364,594

Ⅳ 営業外収益 18,791

Ⅴ 営業外費用 54,784

経常損失（△） △1,400,587

Ⅵ 特別利益 32,316

Ⅶ 特別損失 1,149

税金等調整前四半期純損失（△） △1,369,420

法人税等 8,520

法人税等調整額 △312,241

四半期純損失（△） △1,065,700
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