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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3月31日） 

（注）１．当社は、平成21年12月期より第1四半期連結財務諸表を作成しているため、平成20年12月期第1四半期の数値及び対前年同四半期増減率に 
     ついては記載しておりません。 
   ２．潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(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12月期第1四半期 1,357 ― 166 ― 157 ― 79 ―

20年12月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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12月期第1四半期 61.19 ―

20年12月期第1四半期 ― ―

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12月期第1四半期 6,151 4,989 81.1 3,240.67
20年12月期 6,356 4,479 70.5 3,613.74

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  4,989百万円 20年12月期  4,479百万円

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12月期 ― 0.00 ― 51.00 51.00

21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

0.00 ― 36.00 36.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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

2,325 △27.0 400 △37.4 410 △37.1 242 △37.1 182.39

通期 4,493 △26.4 904 △13.1 921 △13.2 543 △12.8 367.65
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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）  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、４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、４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．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いて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12月期第1四半期 1,539,600株 20年12月期  1,239,600株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  ―株 20年12月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 1,292,933株 20年12月期第1四半期 1,239,600株
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  当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、金融市場の世界的な混乱に端を発した急激な経済情勢の悪化に

よる輸出企業の業績低迷、設備投資の大幅な縮小、個人消費の低下など、全般的に景況感の悪化が一段と顕著となり

ました。 

  当社グループの関連市場である路線バス業界においては、平成19年３月より首都圏でサービスが開始された、鉄道

と路線バスのＩＣ乗車券の相互利用サービス（ＰＡＳＭＯ）に付随する非接触ＩＣカードシステムの導入に伴う設備

投資について、 終段階を迎えている中であり、主要顧客であるバス事業者各社の設備投資は概ね堅調に推移いたし

ました。 

 このような状況のもとで当社グループは、ＰＡＳＭＯ関連機器の安定供給と、非接触ＩＣカードシステム導入に伴

う運賃箱の改修、代替需要の取り込みを行なうだけでなく、新製品である「バス統合管理システム」の拡販を推進

し、積極的な営業活動により当社製品のシェア拡大に努めてまいりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は 千円、営業利益は 千円、経常利益は

千円、四半期純利益は 千円となりました。 

    

  

（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流動資産は、前連結会計年度末に比べて 千円減少し、 千円と

なりました。これは主に、製品出荷に伴って原材料が 千円、仕掛品が 千円減少したことによるも

のであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末に比べて 千円増加し、 千円とな

りました。これは主に、繰延税金資産が 千円増加したことに加えて、工具器具備品の取得等により有形固

定資産が 千円増加したことによるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて 千円減少し、 千円とな

りました。これは主に、仕入債務の決済により支払手形及び買掛金が 千円減少したことによるものであり

ます。 

 当第１四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末に比べて 千円増加し、 千円となり

ました。これは主に、役員退職慰労引当金 千円を積み増したことによるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて 千円増加し、 千円となりました。これは主に、新株発

行により資本金が 千円、資本準備金が 千円増加したことによるものであります。 

  

（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における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、税金等調整前四半

期純利益を 千円計上したこと、新株の発行により 千円計上したこと等により資金が増加いたしま

したが、決済に伴う仕入債務の減少 千円等の要因もあり、前連結会計年度末に比べ 千円増加し、

千円となりました。当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は

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） 

 営業活動に使用した資金は 千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を 千円

計上したこと、製品の出荷に伴う原材料の消費及び仕掛品の減少によりたな卸資産が 千円減少したこ 

とにより資金が増加いたしましたが、決済に伴う仕入債務の減少 千円、法人税等の支払 千円の影

響により、 千円の減少となっております。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動に使用した資金は 千円となりました。これは主に、有形固定資産の取得 千円の影響であ

ります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は 千円となりました。これは主に、株式の発行による収入 千円の

影響であります。   

  

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

1,357,467 166,974 157,821

79,113

２．連結財政状態に関する定性的情報

250,319 4,961,316

147,716 313,636

45,420 1,190,622

39,212

16,546

804,827 796,925

655,534

90,195 365,682

87,274

509,734 4,989,330

249,750 249,750

157,821 499,500

655,534 123,251

3,650,430

272,825 157,821

459,960

655,534 264,830

272,825

26,658 18,445

422,735 499,500
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 当社グループの関連市場である路線バス業界においては、首都圏で本格運用が開始されました非接触ＩＣ乗車券の

相互利用サービスが順次地方に波及する動きが見られます。これに伴い、各路線バス事業者において非接触ＩＣ対応

のための設備投資が見込まれております。また、バス事業者による、合理化推進のための設備投資意欲は引続き底堅

く推移すると予想され、当社製品の需要は堅調に推移するものと予想しております。 

 以上の考えに基づき、現時点での平成21年12月期の業績見通しにつきましては、平成21年３月16日に決算短信で公

表した内容から変更ありません。 

  

  

 該当事項はありません。   

   

①一般債権の貸倒見積高の算定 

 一般債権の貸倒見積高の算定については、前連結会計年度において算定した貸倒繰入率を使用して一般債権

の貸倒見積高を算定しております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法  

 固定資産の減価償却費の算定方法は、当連結会計年度の予算に基づく年間償却予定額を期間按分し、期中の

取得、売却又は除却の実績を調整する方法により算定しております。  

   

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）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通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、総平均法（月別）による原価法によっておりました

が、当第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、総平均法（月別）による原価法（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。これによる損益に与える影響はありません。  

③所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会

第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成

20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったこ

とに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によ

っております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース取引開始日が

適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理を引き続き採用しております。なお、これによる損益に与える影響はありません。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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

株式会社小田原機器(7314)　平成21年12月期　第１四半期決算短信

‐ 4 ‐



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１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,088,303 2,965,525

受取手形及び売掛金 807,245 708,064

有価証券 562,126 561,654

商品及び製品 2,423 1,031

原材料 230,898 378,615

仕掛品 194,759 508,396

繰延税金資産 58,445 75,376

その他 23,421 18,580

貸倒引当金 △6,308 △5,608

流動資産合計 4,961,316 5,211,635

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 223,191 227,062

機械装置及び運搬具（純額） 16,531 17,398

土地 244,883 244,883

その他（純額） 79,267 57,983

有形固定資産合計 563,873 547,326

無形固定資産   

その他 55,492 57,901

無形固定資産合計 55,492 57,901

投資その他の資産   

投資有価証券 156,877 165,589

繰延税金資産 167,535 128,323

その他 267,030 266,441

貸倒引当金 △20,187 △20,380

投資その他の資産合計 571,256 539,973

固定資産合計 1,190,622 1,145,201

資産合計 6,151,938 6,356,837
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 266,405 921,940

短期借入金 120,000 120,000

未払法人税等 100,810 266,494

賞与引当金 67,224 23,935

製品保証引当金 45,989 47,616

その他 196,496 221,768

流動負債合計 796,925 1,601,753

固定負債   

退職給付引当金 106,475 103,555

役員退職慰労引当金 259,087 171,812

その他 120 120

固定負債合計 365,682 275,487

負債合計 1,162,608 1,877,241

純資産の部   

株主資本   

資本金 319,250 69,500

資本剰余金 299,250 49,500

利益剰余金 4,384,111 4,368,217

株主資本合計 5,002,611 4,487,217

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,281 △7,621

評価・換算差額等合計 △13,281 △7,621

純資産合計 4,989,330 4,479,595

負債純資産合計 6,151,938 6,356,837
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（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,357,467

売上原価 890,900

売上総利益 466,567

販売費及び一般管理費 299,592

営業利益 166,974

営業外収益  

受取利息 677

受取配当金 3,083

匿名組合投資利益 2,342

その他 511

営業外収益合計 6,614

営業外費用  

支払利息 449

売上割引 1,772

株式交付費 13,544

営業外費用合計 15,767

経常利益 157,821

税金等調整前四半期純利益 157,821

法人税、住民税及び事業税 97,431

法人税等調整額 △18,723

法人税等合計 78,707

四半期純利益 79,113
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31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利益 157,821

減価償却費 18,106

貸倒引当金の増減額（△は減少） 506

賞与引当金の増減額（△は減少） 43,289

製品保証引当金の増減額（△は減少） △1,627

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,920

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 87,274

受取利息及び受取配当金 △3,760

支払利息 449

株式交付費 13,544

匿名組合投資損益（△は益） △2,342

売上債権の増減額（△は増加） △98,987

たな卸資産の増減額（△は増加） 459,960

仕入債務の増減額（△は減少） △655,534

その他の資産の増減額（△は増加） △765

その他の負債の増減額（△は減少） △32,135

小計 △11,278

利息及び配当金の受取額 3,760

利息の支払額 △476

法人税等の支払額 △264,830

営業活動によるキャッシュ・フロー △272,825

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △18,445

無形固定資産の取得による支出 △5,218

投資有価証券の取得による支出 △505

その他の支出 △2,849

その他の収入 360

投資活動によるキャッシュ・フロー △26,658

財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入 499,500

株式の発行による支出 △13,544

配当金の支払額 △63,219

財務活動によるキャッシュ・フロー 422,735

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 123,251

現金及び現金同等物の期首残高 3,527,179

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,650,430
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

 当社グループは、路線バス、鉄道関連のワンマン機器の専門メーカーとして、同一セグメントに属する運賃

箱、カード関連機器等の製造販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありませ

ん。   

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。   

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。       

  

 当社は、平成21年３月16日付で、有償一般募集（ブックビルディング方式）により増資を行いました。この結

果、当第１四半期連結会計期間において資本金が 千円、資本準備金が 千円増加し、当第１四半期

連結会計期間末において、資本金が 千円、資本準備金が 千円となっております。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

249,750 249,750

319,250 299,250
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

 当社は、平成21年12月期より第１四半期連結財務諸表を作成しているため、「参考情報」 については記載してお 

りません。 
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