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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 4,890 △25.2 △932 ― △983 ― △765 ―

21年3月期第3四半期 6,537 26.3 △607 ― △649 ― △547 ―

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

22年3月期第3四半期 △85.07 ―

21年3月期第3四半期 △60.88 ―

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

22年3月期第3四半期 9,148 191 2.1 21.33
21年3月期 10,551 955 9.1 106.23

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  191百万円 21年3月期  955百万円

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

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 10,420 4.7 145 ― 65 ― 100 ― 11.12



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】 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） 

(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 

上記予想は、本資料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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 9,050,000株 21年3月期  9,050,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  56,310株 21年3月期  55,450株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 8,993,802株 21年3月期第3四半期 8,994,550株



  

【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わが国経済は、緩やかなデフレ状況にあり、企業収益の大幅な減少に加え雇

用情勢も悪化傾向で推移するなど、依然として厳しい状況が続きました。 

このような経済環境のもとで、当連結グループは、交通システム機器部門・メカトロ機器部門・特機システム機

器部門において営業活動を展開してまいりました。その結果、交通システム機器部門においては、計画どおり推移

したものの、更新需要の狭間にあり、前年同四半期と比べて売上は大幅に減少しました。メカトロ機器部門におい

ては、国内向け新製品が堅調に推移したことにより、前年同四半期と比べて売上は増加しました。特機システム機

器部門においては、企業の設備投資の抑制により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減少した

こと、また、防災計測システムの一部案件が繰延べになったことにより、前年同四半期と比べて売上は減少しまし

た。これにより売上高は16億９千万円（前年同四半期比24.9％減）となりました。 

売上高の減少はありましたが、徹底した経費の圧縮・原価の低減に取り組んだことにより、営業損失は３億２百

万円（前年同四半期は２億８千５百万円の損失）、経常損失は３億３千８百万円（同３億２百万円の損失）、四半期

純損失は２億６千９百万円（同２億８千２百万円の損失）となりました。 

なお、平成22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22年３月期第１四半期決算短信（平成21年８月14日開示）及び第２四半期決算短信（平成21年11月13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91億４千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億２百万

円減少致しました。これは主に現金及び預金の減少13億６千９百万円、受取手形及び売掛金の減少10億７千５百

万円、仕掛品の増加６億８千６百万円等によるものです。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債は89億５千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億３千９百

万円減少致しました。これは主に支払手形及び買掛金の減少１億５千９百万円、短期借入金の減少２億８千万円、

賞与引当金の減少６千７百万円等によるものです。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は１億９千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億６千３百

万円減少致しました。これは主に利益剰余金の減少７億６千５百万円等によるものです。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当連結グループは、例年、第４四半期に売上が集中する傾向にあるため、当連結会計期間における通期予想につ

きましても、平成21年11月13日の平成22年３月期 第２四半期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。 

 

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 

該当事項はありません。 

 



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 977,281 2,346,535

受取手形及び売掛金 1,842,216 2,917,449

商品及び製品 673,035 645,520

仕掛品 1,353,334 666,525

原材料及び貯蔵品 672,278 628,951

その他 650,391 263,818

流動資産合計 6,168,538 7,468,800

固定資産   

有形固定資産 2,170,188 2,226,673

無形固定資産 79,408 108,021

投資その他の資産 730,257 747,802

固定資産合計 2,979,854 3,082,497

資産合計 9,148,392 10,551,298

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,607,580 1,767,153

短期借入金 4,045,500 4,325,500

未払法人税等 5,822 13,454

賞与引当金 63,788 131,002

その他 322,186 464,078

流動負債合計 6,044,877 6,701,189

固定負債   

退職給付引当金 2,332,803 2,293,991

役員退職慰労引当金 101,057 93,549

その他 477,836 507,073

固定負債合計 2,911,697 2,894,613

負債合計 8,956,575 9,595,802

純資産の部   

株主資本   

資本金 700,700 700,700

資本剰余金 722,424 1,085,538

利益剰余金 △1,193,443 △791,413

自己株式 △41,021 △40,771

株主資本合計 188,659 954,053

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,158 1,442

評価・換算差額等合計 3,158 1,442

純資産合計 191,817 955,495

負債純資産合計 9,148,392 10,551,298



（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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 6,537,105 4,890,984

売上原価 5,256,817 4,172,127

売上総利益 1,280,288 718,857

販売費及び一般管理費 1,888,280 1,651,205

営業損失（△） △607,991 △932,348

営業外収益   

受取利息 1,557 383

受取配当金 8,403 5,996

受取補償金 5,031 －

不動産賃貸料 6,286 8,605

助成金収入 － 20,874

その他 8,030 9,546

営業外収益合計 29,310 45,407

営業外費用   

支払利息 58,528 65,919

その他 12,163 30,603

営業外費用合計 70,692 96,523

経常損失（△） △649,373 △983,464

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 881 917

投資有価証券評価損 90,947 －

貸倒引当金繰入額 475 －

事務所閉鎖費用 － 12,045

特別損失合計 92,303 12,963

税金等調整前四半期純損失（△） △736,675 △996,427

法人税、住民税及び事業税 14,993 8,712

法人税等調整額 △204,047 △239,996

法人税等合計 △189,053 △231,283

四半期純損失（△） △547,622 △765,144



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,251,329 1,690,042

売上原価 1,888,398 1,436,198

売上総利益 362,930 253,843

販売費及び一般管理費 648,369 556,371

営業損失（△） △285,439 △302,528

営業外収益   

受取利息 189 25

受取配当金 2,994 2,053

受取補償金 1,434 －

不動産賃貸料 2,095 2,548

助成金収入 － 4,726

その他 1,493 1,562

営業外収益合計 8,207 10,915

営業外費用   

支払利息 19,646 21,808

その他 5,566 25,097

営業外費用合計 25,212 46,906

経常損失（△） △302,444 △338,518

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 557 551

投資有価証券評価損 90,947 －

事務所閉鎖費用 － 12,045

特別損失合計 91,504 12,597

税金等調整前四半期純損失（△） △393,947 △351,116

法人税、住民税及び事業税 2,931 2,950

法人税等調整額 △114,278 △84,144

法人税等合計 △111,346 △81,193

四半期純損失（△） △282,600 △269,922



  

(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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