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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年6月30日） 

(注)１．当社は平成21年12月期より第２四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２四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、１株当たり四半期純損失であり、また、希薄化効果を有している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2四半期 1,800 ― 117 ― 114 ― △19 ―

20年12月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2四半期 △13.67 ―

20年12月期第2四半期 ― ―

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2四半期 5,835 4,902 84.0 3,184.19
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2四半期  4,902百万円 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 ― 0.00

21年12月期 
（予想）

― 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 3,290 △46.1 271 △74.0 278 △73.8 80 △87.1 54.37
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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．平成21年３月16日に公表いたしました平成21年12月期の配当の状況及び平成21年12月期の連結業績予想を修正しております。詳細は、平成21年７月
  31日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」及び「平成21年12月期 配当（普通・記念）予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
２．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
  と異なる可能性があります。 
３．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2四半期 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2四半期  ―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2四半期 1,416,948株 20年12月期第2四半期 1,239,600株
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  当第２四半期連結累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

ついて、景気底入れの所感が広がりつつあるものの、設備や雇用の過剰感は払拭されておらず、依然として先行きに

不透明感を残す状況となっております。 

  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、平成21年３月までに首都圏においてその需要がほぼ一巡いたしました。当第２四半期連結累計期間に

おいて、主要顧客であるバス事業者各社の設備投資は、第１四半期では主に首都圏でのＩＣカードシステム導入に伴

う設備投資を中心に推移し、第２四半期では地方でのＩＣカードシステム導入に伴う設備投資を中心に推移いたしま

した。 

 このような状況のもとで当社グループは、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。 

 しかしながら、主要顧客であるバス事業者において設備投資の先送りや、競争激化による入札案件の失注が見られ

ただけでなく、バス以外のユーザーに向けた部品の販売及び新規事業開拓に伴う新製品の販売についても、経済情勢

の悪化に起因する設備投資の急激な落ち込み等の要因により、業績は低調に推移いたしました。 

 また、当社グループは税効果会計に係る会計基準に則り、繰延税金資産を計上しておりますが、当期の業績予想を

考慮し、繰延税金資産の回収可能性について検討した結果、当社グループにおいて繰延税金資産 千円の取り崩

しを行うことといたしました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 千円、営業利益は 千円、経常利益は

千円、四半期純損失は 千円となりました。 

  

（1）資産、負債及び純資産の状況  

  当第２四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、現金及び預金が 千円減少したこと、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２四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、投資有価証券が 千円増加したことによるものであります。 

 当第２四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 千円減少したこと及び未払法人税

等が 千円減少したことによるものであります。 

 当第２四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、資本剰余金が 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２四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、株式の発行による

収入 千円、棚卸資産の減少 千円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、投資有価証券の取得による支出 千円、有価証券の取得による支出 千円等の要因もあ

り、前連結会計年度末に比べ 千円減少し、 千円となりました。当第２四半期連結累計期間にお

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、債権回収が進んだことによる売上債権が 千円減少したこと、製品の出荷に伴って棚卸資産

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。 

  

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

56,892

1,800,763 117,375 114,469

19,369

２．連結財政状態に関する定性的情報

1,101,415 4,110,219

1,028,692 181,128

251,709

579,854 1,725,056

600,543

1,041,357 560,396

723,303

185,541

97,006 372,494

90,861

422,789 4,902,384

249,750 249,750

499,500 431,446

723,303 590,547 249,760

728,046 2,799,133

277,258 114,447

145,600

431,446 723,303

265,188 277,258
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（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、投資有価証券の取得による支出 千

円、有価証券の取得による支出 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。 

  

 昨今の事業環境や 近の業績動向を踏まえ、平成21年12月期（平成21年１月１日から平成21年12月31日まで）の業

績予想について平成21年７月31日に修正発表しております。詳細については平成21年７月31日発表の「業績予想の修

正に関するお知らせ」並びに「平成21年12月期 配当（普通・記念）予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。 

  

 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、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、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。  

  

873,523 590,547

249,760

422,735 499,500

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
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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２四半期連結会計期間末
(平成21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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,936,832 2,965,525

受取手形及び売掛金 548,740 708,064

有価証券 1,112,060 561,654

商品及び製品 2,423 1,031

原材料 197,486 378,615

仕掛品 256,686 508,396

繰延税金資産 34,600 75,376

その他 25,693 18,580

貸倒引当金 △4,304 △5,608

流動資産合計 4,110,219 5,211,635

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 218,565 227,062

機械装置及び運搬具（純額） 14,521 17,398

土地 244,883 244,883

その他（純額） 70,881 57,983

有形固定資産合計 548,851 547,326

無形固定資産   

その他 53,859 57,901

無形固定資産合計 53,859 57,901

投資その他の資産   

投資有価証券 766,133 165,589

繰延税金資産 108,544 128,323

その他 281,772 266,441

貸倒引当金 △34,104 △20,380

投資その他の資産合計 1,122,345 539,973

固定資産合計 1,725,056 1,145,201

資産合計 5,835,275 6,356,837
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 198,636 921,940

短期借入金 120,000 120,000

未払法人税等 80,953 266,494

賞与引当金 26,739 23,935

製品保証引当金 40,707 47,616

その他 93,360 221,768

流動負債合計 560,396 1,601,753

固定負債   

退職給付引当金 109,700 103,555

役員退職慰労引当金 262,674 171,812

その他 120 120

固定負債合計 372,494 275,487

負債合計 932,891 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 4,285,628 4,368,217

株主資本合計 4,904,128 4,487,217

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,743 △7,621

評価・換算差額等合計 △1,743 △7,621

純資産合計 4,902,384 4,479,595

負債純資産合計 5,835,275 6,356,837
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,800,763

売上原価 1,226,792

売上総利益 573,971

販売費及び一般管理費 456,595

営業利益 117,375

営業外収益  

受取利息 2,395

受取配当金 3,359

匿名組合投資利益 6,949

その他 995

営業外収益合計 13,699

営業外費用  

支払利息 889

売上割引 2,172

株式交付費 13,544

営業外費用合計 16,605

経常利益 114,469

特別損失  

固定資産除却損 21

特別損失合計 21

税金等調整前四半期純利益 114,447

法人税、住民税及び事業税 77,396

法人税等調整額 56,421

法人税等合計 133,817

四半期純損失（△） △19,369
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21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利益 114,447

減価償却費 40,948

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,419

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,804

製品保証引当金の増減額（△は減少） △6,909

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,145

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 90,861

受取利息及び受取配当金 △5,755

支払利息 889

株式交付費 13,544

匿名組合投資損益（△は益） △6,949

有形固定資産除却損 21

売上債権の増減額（△は増加） 145,600

たな卸資産の増減額（△は増加） 431,446

仕入債務の増減額（△は減少） △723,303

その他の資産の増減額（△は増加） △6,522

その他の負債の増減額（△は減少） △126,191

小計 △16,502

利息及び配当金の受取額 5,337

利息の支払額 △905

法人税等の支払額 △265,188

営業活動によるキャッシュ・フロー △277,258

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △249,760

有形固定資産の取得による支出 △31,996

無形固定資産の取得による支出 △6,421

投資有価証券の取得による支出 △590,547

出資金の回収による収入 10,394

その他の支出 △5,912

その他の収入 720

投資活動によるキャッシュ・フロー △873,523

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） △728,046

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 2,799,133
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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２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30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、運賃箱、カード関連機器等の製

造販売を行っており、単一セグメントでありますので事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30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２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30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、資本金が 千円、資本剰余金が 千円増加し、資本金が 千円、資本剰余金が 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 

 当社は、平成21年12月期より第２四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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