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1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 1,568 18.8 △75 ― △72 ― △74 ―

22年３月期第１四半期 1,320 △17.2 △87 ― △86 ― △91 ―

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

23年３月期第１四半期 △5 .43 ―

22年３月期第１四半期 △6 .51 ―

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 5,833 2,550 43.7 185 .34

22年３月期 6,036 2,710 44.9 196 .91

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 2,550百万円  22年３月期 2,710百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 ― ― ― 3 .00 3 .00

23年３月期 ―

23年３月期(予想) ― ― 3 .00 3 .00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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(累計) 3,320 10.1 90 ― 80 ― 40 ― 2 .88

通期 6,520 1.2 170 △3.3 160 △3.5 80 43.7 5 .77

tmiyashita
財務会計基準機構



 
(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(注) 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の有無となります。 

 
(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

 
  

  

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が

あります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

・この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きが

実施中です。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.４「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む)   23年３月期１Ｑ 14,250,000株   22年３月期 14,250,000株

② 期末自己株式数   23年３月期１Ｑ 488,018株   22年３月期 486,203株

③ 期中平均株式数（四半期累計）   23年３月期１Ｑ 13,763,137株   22年３月期１Ｑ 14,115,097株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
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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、アジアを中心とした新興国需要に支えられ輸出

関連企業の業績回復は見られたものの、政策効果の一巡や個人消費を支える雇用情勢の悪化が続く

等、景気は依然として予断を許さない状況で推移いたしました。 

このような経営環境のもと、当社グループは需要低迷の中で受注確保に努めた結果、当第１四半期

連結会計期間業績のうち、売上高は15億68百万円（前年同四半期比２億47百万円、18.8％増）となり

ましたが、受注高は12億９百万円（前年同四半期比９億72百万円、44.6％減）となりました。 

セグメント別業況は、次のとおりであります。 

［鉄道関連事業］ 

主力の鉄道関連事業につきましては、国内通勤近郊電車用や新幹線車両用電気機器等の納入が順調

に推移し、売上高は14億55百万円となりましたが、受注高は鉄道会社等よりの新幹線車両用電気機器

等及び新型車両等の受注が減少し、10億80百万円となりました。 

［自動車関連事業］ 

自動車関連事業につきましては、各高速道路会社等に対し車載標識車を中心とする受注活動を積極

的に展開しましたが、厳しい環境下で売上高は17百万円となり、受注高も66百万円となりました。 

［船舶等関連事業］ 

また、船舶等関連事業につきましては、防衛省関連等への出荷が増加し、売上高は72百万円となり

ましたが、受注高は62百万円となりました。 

［不動産関連事業］ 

不動産関連事業につきましては、各賃貸マンションが安定的な売上を維持しており、売上高は22百

万円となりました。 

収益面につきましては、厳しい価格競争の中、引き続きコストの削減と製造原価率の改善努力をい

たしましたが、製品売上単価の伸び悩みによる収益性の低下を招いた上、納期確保のための人員補充

及び外注拡大による外部支払費用等が増加したこともあり、営業損失75百万円（前年同四半期は営業

損失87百万円）、経常損失72百万円（前年同四半期は経常損失86百万円）、四半期純損失74百万円

（前年同四半期は四半期純損失91百万円）となりました。 

  

①  資産 

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ１億41百万円減少

し、38億33百万円となりました。これは、主として現金及び預金が２億40百万円増加したことと、

受取手形及び売掛金が５億57百万円減少したこと等によります。 

当第１四半期連結会計期間末における固定資産は、前連結会計年度末に比べ61百万円減少し、20

億円となりました。これは、主として建物及び構築物が21百万円減少したこと、投資有価証券が35

百万円減少したこと等によります。 

この結果、当第１四半期連結会計期間末における総資産は、58億33百万円となり、前連結会計年

度末に比べ２億２百万円の減少となりました。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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②  負債 

当第１四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ７百万円増加し、25

億60百万円となりました。これは、主として支払手形及び買掛金が１億44百万円増加し、短期借入

金が91百万円減少及び未払法人税等が99百万円減少したこと等によります。 

当第１四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末に比べ50百万円減少し、７

億22百万円となりました。これは、主として長期借入金が50百万円減少したこと等によります。 

この結果、当第１四半期連結会計期間末における負債合計は32億83百万円となり、前連結会計年

度末に比べ43百万円の減少となりました。 

③  純資産 

当第１四半期連結会計期間末における株主資本合計は、前連結会計年度末に比べ１億16百万円減

少し、24億59百万円となりました。これは、利益剰余金が１億16百万円減少したこと等によりま

す。 

当第１四半期連結会計期間末における評価・換算差額等合計は、前連結会計年度末に比べ42百万

円減少し、91百万円となりました。これは、その他有価証券評価差額金が30百万円減少したこと等

によります。 

この結果、当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は25億50百万円となり、前連結会計

年度末に比べ１億59百万円の減少となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況の分析） 

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。）の残高は、

前連結会計年度末に比べ２億40百万円増加し、６億48百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は４億30百万円（前年同四半期は３億70百万円の獲得）となりまし

た。この主な要因は、収入については、売上債権の減少額５億56百万円、仕入債務の増加額１億44

百万円等であり、支出については、その他の流動資産の増加額97百万円、法人税等の支払額89百万

円等により、キャッシュ・フローが増加したことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は15百万円（前年同四半期は３百万円の使用）となりました。この

要因は、無形固定資産の取得による支出11百万円等により、キャッシュ・フローが減少したことに

よります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は１億70百万円（前年同四半期は２億49百万円の使用）となりまし

た。この主な要因は、短期借入金の純減少額90百万円、長期借入金の返済による支出51百万円等に

より、キャッシュ・フローが減少したことによります。 

  

現時点においては、平成22年５月７日に公表いたしました第２四半期連結累計期間、通期業績予想

に変更はありません。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

《簡便な会計処理》 

①  一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して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 

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。 

  

《特有の会計処理》 

該当事項はありません。 

  

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号  平成

20年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号  平

成20年３月31日)を適用しております。 

これによる当第１四半期連結会計期間における損益に与える影響はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要(連結の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特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 888,205 648,042

受取手形及び売掛金 1,374,377 1,931,574

商品及び製品 269,109 245,375

仕掛品 810,914 739,377

原材料及び貯蔵品 373,904 389,446

繰延税金資産 － 492

その他 116,629 20,139

貸倒引当金 △59 △226

流動資産合計 3,833,081 3,974,221

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,200,751 2,206,751

減価償却累計額 △969,366 △953,639

建物及び構築物（純額） 1,231,385 1,253,111

土地 27,609 27,609

その他 520,870 527,043

減価償却累計額 △408,448 △404,729

その他（純額） 112,422 122,314

有形固定資産合計 1,371,416 1,403,036

無形固定資産 54,260 48,063

投資その他の資産

投資有価証券 513,034 548,940

その他 66,158 66,398

貸倒引当金 △4,000 △4,027

投資その他の資産合計 575,192 611,311

固定資産合計 2,000,869 2,062,411

資産合計 5,833,951 6,036,632
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,598,127 1,453,213

短期借入金 600,268 691,668

未払法人税等 3,619 102,867

賞与引当金 193,000 128,000

役員賞与引当金 10,000 10,000

その他 155,632 167,238

流動負債合計 2,560,647 2,552,987

固定負債

長期借入金 590,886 640,953

繰延税金負債 55,009 59,879

退職給付引当金 12,161 11,619

その他 64,618 61,004

固定負債合計 722,675 773,455

負債合計 3,283,322 3,326,443

純資産の部

株主資本

資本金 1,048,500 1,048,500

資本剰余金 897,272 897,272

利益剰余金 582,642 699,106

自己株式 △69,384 △69,146

株主資本合計 2,459,030 2,575,733

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 105,659 136,642

為替換算調整勘定 △14,060 △2,185

評価・換算差額等合計 91,599 134,456

純資産合計 2,550,629 2,710,189

負債純資産合計 5,833,951 6,036,632
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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）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 1,320,492 1,568,121

売上原価 1,169,644 1,393,910

売上総利益 150,847 174,210

販売費及び一般管理費 238,431 249,393

営業損失（△） △87,583 △75,182

営業外収益

受取利息 383 38

受取配当金 5,273 5,836

雑収入 2,673 3,071

営業外収益合計 8,330 8,947

営業外費用

支払利息 7,272 5,190

為替差損 38 531

雑損失 67 425

営業外費用合計 7,378 6,146

経常損失（△） △86,631 △72,382

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 150

特別利益合計 － 150

特別損失

固定資産除却損 125 0

貸倒引当金繰入額 127 －

ゴルフ会員権評価損 350 －

特別損失合計 602 0

税金等調整前四半期純損失（△） △87,234 △72,231

法人税、住民税及び事業税 2,181 1,628

法人税等調整額 2,461 845

法人税等合計 4,643 2,474

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △74,706

四半期純損失（△） △91,877 △74,706
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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）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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（△） △87,234 △72,231

減価償却費 34,228 34,957

退職給付引当金の増減額（△は減少） 625 542

貸倒引当金の増減額（△は減少） 630 △189

賞与引当金の増減額（△は減少） 64,000 65,000

受取利息及び受取配当金 △5,656 △5,875

支払利息 7,272 5,190

為替差損益（△は益） 38 531

固定資産除売却損益（△は益） 125 0

売上債権の増減額（△は増加） 550,370 556,663

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,908 △80,275

その他の流動資産の増減額（△は増加） △396 △97,281

仕入債務の増減額（△は減少） △90,299 144,938

その他の流動負債の増減額（△は減少） 2,629 △27,519

未払消費税等の増減額（△は減少） 37,400 △9,126

その他 △682 3,082

小計 510,140 518,405

利息及び配当金の受取額 5,656 5,875

利息の支払額 △7,237 △4,616

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △137,673 △89,273

営業活動によるキャッシュ・フロー 370,886 430,391

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 △3,108 △4,482

無形固定資産の取得による支出 － △11,170

投資その他の資産の増減額（△は増加） － 240

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,108 △15,411

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） △93,041 △90,000

長期借入金の返済による支出 △62,661 △51,467

自己株式の取得による支出 △65,847 △237

配当金の支払額 △27,718 △27,328

その他 △605 △1,065

財務活動によるキャッシュ・フロー △249,873 △170,099

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,028 △4,716

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 115,875 240,163

現金及び現金同等物の期首残高 510,080 408,042

現金及び現金同等物の四半期末残高 625,956 648,205
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当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

  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 各区分に属する主要品目 

   電気機器製造販売事業・・・・・・鉄道車両用配電箱・車内表示器等及び自動車用車載表示器等 

   不動産事業等・・・・・・・・・・賃貸マンション 

  

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を越えるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

(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】

前第１四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年６月30日)

電気機器製造
販売事業(千円)

不動産事業等
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

外部顧客に対する売上高 1,297,885 22,607 1,320,492 ― 1,320,492

計 1,297,885 22,607 1,320,492 ― 1,320,492

営業利益又は営業損失(△) △60,552 14,279 △46,273 (41,310) △87,583

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年６月30日)

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年６月30日)
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当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17

号  平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第20号  平成20年３月21日）を適用しております。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。 

当社は、電気機器製造販売事業を営業の核とし、その事業を「鉄道関連」、「自動車関連」、「船舶

等関連」のセグメントに分類し、また、不動産関連事業をそれに次ぐ事業として１つのセグメントとし

ております。 

  

「鉄道関連事業」は、鉄道事業者、車両メーカー等に販売する主幹制御器、配電盤、配電箱、蛍光

灯、行先表示器、旅客情報表示装置等を生産しております。 

「自動車関連事業」は、高速道路会社各社、国土交通省等に販売する自走式標識車、各種車載標識装

置、道路用各種情報装置等を生産しております。 

「船舶等関連事業」は、各種防爆灯及び防爆器具、艦艇用各種照明器具等及び農業用全自動自主検査

装置等を生産しております。 

「不動産関連事業」は、東京都葛飾区に所有する賃貸マンション３棟、千葉県松戸市に所有する賃貸

マンション１棟、計４棟の不動産賃貸事業を運営しております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

   
(注) １  セグメント利益又は損失(△)の調整額42,569千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用42,569

千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２  セグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失(△)と調整を行っております。 

  

３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

当第１四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変

動及び重要な負ののれん発生益の認識はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

該当事項はありません。 

【セグメント情報】

（追加情報）

（１）報告セグメントの決定方法

（２）各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

(単位：千円)

鉄道 
関連事業

自動車
関連事業

船舶等
関連事業

不動産
関連事業

合計
調整額 
(注)1

四半期連結
損益計算書
計上額

売上高

  外部顧客への売上高 1,455,559 17,473 72,652 22,436 1,568,121 ― 1,568,121

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 1,455,559 17,473 72,652 22,436 1,568,121 ― 1,568,121

セグメント利益又は損失(△) △51,892 △12,550 18,140 13,688 △32,613 △42,569 △75,182

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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当第１四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １  金額は、販売価格によっております。 

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期連結会計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １  主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

4. 補足情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

鉄道関連事業 1,297,236 ―

自動車関連事業 14,403 ―

船舶等関連事業 59,101 ―

合計 1,370,741 ―

(2) 受注実績

セグメントの名称 受注高(千円) 前年同四半期比(％) 受注残高(千円) 前年同四半期比(％)

鉄道関連事業 1,080,267 ― 7,018,081 ―

自動車関連事業 66,942 ― 108,916 ―

船舶等関連事業 62,632 ― 147,906 ―

合計 1,209,841 ― 7,274,904 ―

(3) 販売実績

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

鉄道関連事業 1,455,559 ―

自動車関連事業 17,473 ―

船舶等関連事業 72,652 ―

不動産関連事業 22,436 ―

合計 1,568,121 ―

相手先

前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

東海旅客鉄道㈱ 203,926 15.44 398,032 25.38

三菱電機㈱ 390,478 29.57 217,569 13.87
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