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1. 平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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2四半期 24,037 △12.3 △848 ― △526 ― △616 ―

22年3月期第2四半期 27,409 9.3 256 ― △208 ― △426 ―

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2四半期 △9. 83 ―

22年3月期第2四半期 △6. 80 ―

 (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2四半期 66,390 30,388 45.8 484. 68

 22年3月期 69,575 31,872 45.8 508. 36

(参考) 自己資本 23年3月期第2四半期 30,388百万円  22年3月期 31,872百万円

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 ― 5. 00 ― 5. 00 10. 00

 23年3月期 ― 5. 00

 23年3月期(予想) ― 5. 00 10. 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、対前期増減率)

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

通期 62,000 △9.1 3,300 △0.0 3,200 22.4 1,700 47.9 27. 11

kyosan
新規スタンプ

kyosan
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(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。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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を実施しておりま

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および合理

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。 

  

  

4. その他（詳細は、【添付資料】P.4 「2.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

  新規 ― 社 (     ―     )、除外 ― 社 (     ―     )

(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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年3月期2Ｑ 62,844,251株 22年3月期 62,844,251株

② 期末自己株式数 23年3月期2Ｑ 147,574株 22年3月期 148,252株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Ｑ 62,696,018株 22年3月期2Ｑ 62,698,906株

(四半期レビュー手続の実施状況に関する表示)

(業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項)



1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………2 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………2 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………3 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………3 

2. その他の情報 ……………………………………………………………………………4 

(1) 重要な子会社の異動の概要 …………………………………………………………4 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ………………………………………4 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ………………………………4 

3. 四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………5 

(1) 四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………5 

(2) 四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………7 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………8 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………9 

(5) セグメント情報 ………………………………………………………………………9 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………11 

(7) その他注記情報 ………………………………………………………………………11 

  

  

○添付資料の目次

－ 1 －

㈱京三製作所(6742)　平成23年3月期　第2四半期決算短信



当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は回復基調にあったものの、海外経済の減速懸念や円

高の進行を背景とした輸出の弱含みから回復ペースは鈍化するという状況で推移いたしました。 

 このようななかで、当社グループは主力事業である鉄道信号システムの新工場を8月から稼働させ、

より一層の生産効率改善とコスト低減に向けた取り組みなど全社をあげた体質強化を加速しておりま

す。 

 しかしながら、当第2四半期連結累計期間におきましては、電気機器事業は好調に推移いたしました

ものの、信号システム事業は主力の鉄道信号システムが大型案件の狭間にあたることに加えて主要な電

子部品の調達遅延の影響を少なからず受けることとなりました。 

 この結果、当第2四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高24,037百万円（対前年同期3,371

百万円減）、営業利益 △848百万円（対前年同期1,104百万円減）、経常利益 △526百万円（対前年同

期318百万円減）、四半期純利益 △616百万円（対前年同期189百万円減）となり、売上高と経常利益に

つきましては当初予想を上回りましたが、営業利益と四半期純利益は当初予想をやや下回ることとなり

ました。 

  

事業のセグメント別の業績概況は、次のとおりであります。 

  

〔信号システム事業〕 

信号システム事業では、鉄道信号システムが大型案件の狭間にあたるなかで、引き続きＪＲ各社およ

び民鉄各社向け「新ＡＴＣ装置」「新ＡＴＳ装置」、中国向け「電子連動装置用品」など主力製品の受

注がありましたが、受注高は前年同期に比べて減少し27,150百万円となりました。 

 また、売上高は京王電鉄「新ＡＴＣ装置」や東京メトロ有楽町線「ホームドアおよび可動ステップ」

などがありましたものの、大型案件が寄与した前年同期に比べて減少し18,613百万円となりました。 

 なお、道路交通管制システムにつきましては堅調に推移いたしております。 

  

〔電気機器事業〕 

電気機器事業では、半導体応用機器における主力の産業機器用電源装置のうち「半導体製造装置用電

源装置」や「液晶パネル製造装置用電源装置」が国内をはじめ台湾、韓国、中国などでの設備投資の伸

長により好調に推移いたしました。また、「太陽光パネル製造装置用電源装置」もスポット的な案件が

加わり堅調に推移いたしました。 

 この結果、受注高は5,920百万円と前年同期に比べて増加し、売上高も5,424百万円と前年同期に比べ

て大幅な増加となりました。 

  

  

  

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
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〔資産、負債および純資産の状況〕 

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて3,184百万円減少し66,390百万円

となりました。主な増減は以下のとおりであります。 

 資産の部は、たな卸資産が4,382百万円、有形固定資産が1,311百万円増加し、受取手形及び売掛金が

9,586百万円減少しました。 

 負債の部は、未払法人税等が841百万円、短期借入金が1,628百万円減少し、長期借入金が1,258百万

円増加しました。 

 純資産の部は、利益剰余金が930百万円、その他有価証券評価差額金が531百万円減少しました。 

〔キャッシュ・フローの状況〕 

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ811百万円増加し

3,834百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、3,144百万円のプラスとなりました。これは、たな卸資産が

4,391百万円増加したものの、売上債権が9,580百万円減少したことが主な要因であります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、1,614百万円のマイナスとなりました。これは有形固定資産

の取得により1,566百万円支出したことが主な要因であります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、713百万円のマイナスとなりました。これは長期借入金が

1,258百万円増加したものの、短期借入金が1,628百万円減少したことが主な要因であります。 

  

  

通期の業績予想に関しましては、平成22年5月12日の決算発表時点と変更はありません。なお、実際

の業績は今後の様々な要因によって異なる可能性があります。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(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。 

  

  

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、売却または除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を
期間按分する方法によっております。 
 なお、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。 

②税金費用の計算 
税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対す

る税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じ
て計算しております。 
 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

①「持分法に関する会計基準」および「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適
用 
当第1四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 平成20年3

月10日公表分)および「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第
24号 平成20年3月10日）を適用しております。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べ当第2四半期連結累計期間の経常損失および税金等調
整前四半期純損失にあたえる影響はありません。 

②「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）および「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。 
 これにより、当第2四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純損失は105百万円増加しておりま
す。なお、営業損失、経常損失にあたえる影響は軽微であります。また、当会計基準等の適用開始
による資産除去債務の変動額は114百万円であります。 

  

  

  

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(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
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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：百万円）

当第2四半期連結会計期間末
(平成22年9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 3,896 3,094

受取手形及び売掛金 17,848 27,434

製品 3,298 2,923

半製品 1,802 1,734

仕掛品 14,170 10,265

原材料及び貯蔵品 221 187

繰延税金資産 1,566 1,284

その他 334 76

貸倒引当金 △28 △24

流動資産合計 43,109 46,977

固定資産

有形固定資産 11,360 10,048

無形固定資産 770 830

投資その他の資産

投資有価証券 7,498 8,382

繰延税金資産 2,211 1,866

その他 1,474 1,503

貸倒引当金 △35 △34

投資その他の資産合計 11,149 11,719

固定資産合計 23,280 22,598

資産合計 66,390 69,575
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（単位：百万円）

当第2四半期連結会計期間末
(平成22年9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 13,168 13,147

短期借入金 1,266 2,895

1年内返済予定の長期借入金 2,184 2,184

未払法人税等 117 959

役員賞与引当金 35 116

受注損失引当金 122 159

その他 5,747 6,167

流動負債合計 22,640 25,629

固定負債

長期借入金 7,858 6,600

長期未払金 1,076 1,163

退職給付引当金 3,903 3,957

資産除去債務 117 －

その他 406 353

固定負債合計 13,361 12,074

負債合計 36,002 37,703

純資産の部

株主資本

資本金 6,270 6,270

資本剰余金 4,625 4,625

利益剰余金 18,903 19,833

自己株式 △52 △50

株主資本合計 29,747 30,678

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 782 1,313

為替換算調整勘定 △141 △120

評価・換算差額等合計 640 1,193

純資産合計 30,388 31,872

負債純資産合計 66,390 69,575
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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：百万円）

前第2四半期連結累計期間
(自 平成21年4月1日
至 平成21年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自 平成22年4月1日
至 平成22年9月30日)

売上高 27,409 24,037

売上原価 22,806 20,451

売上総利益 4,602 3,586

販売費及び一般管理費

給料及び手当 1,167 1,157

賞与 376 378

役員賞与引当金繰入額 30 35

退職給付費用 141 128

減価償却費 58 65

荷造及び発送費 433 393

貸倒引当金繰入額 － 11

その他 2,138 2,265

販売費及び一般管理費合計 4,346 4,434

営業利益又は営業損失（△） 256 △848

営業外収益

受取配当金 65 77

受取保険金及び配当金 128 210

受取補償金 － 129

その他 53 43

営業外収益合計 248 461

営業外費用

支払利息 108 97

持分法による投資損失 552 －

資金調達費用 － 32

その他 51 10

営業外費用合計 712 139

経常損失（△） △208 △526

特別利益

貸倒引当金戻入額 5 6

抱合せ株式消滅差益 71 －

固定資産売却益 0 0

特別利益合計 77 7

特別損失

固定資産除売却損 101 168

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 104

投資有価証券評価損 0 4

環境対策費 70 －

その他 0 1

特別損失合計 172 277

税金等調整前四半期純損失（△） △303 △797

法人税等 123 △180

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △616

四半期純損失（△） △426 △616
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第2四半期連結累計期間
(自 平成21年4月1日
至 平成21年9月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自 平成22年4月1日
至 平成22年9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（△） △303 △797

減価償却費 607 657

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 5

退職給付引当金の増減額（△は減少） △95 △54

持分法による投資損益（△は益） 552 －

受取利息及び受取配当金 △66 △77

支払利息 108 97

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 104

売上債権の増減額（△は増加） 14,950 9,580

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,451 △4,391

仕入債務の増減額（△は減少） △5,545 27

その他 406 △1,059

小計 9,158 4,092

利息及び配当金の受取額 66 77

利息の支払額 △108 △95

法人税等の支払額 △1,206 △930

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,909 3,144

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △39 △16

定期預金の払戻による収入 83 19

投資有価証券の取得による支出 △7 △9

有形固定資産の取得による支出 △1,419 △1,566

無形固定資産の取得による支出 △31 △55

その他 △50 14

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,465 △1,614

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） △10,200 △1,628

長期借入れによる収入 5,500 1,500

長期借入金の返済による支出 △4,187 △242

配当金の支払額 △313 △313

その他 △20 △29

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,221 △713

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,777 811

現金及び現金同等物の期首残高 6,014 3,022

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,237 3,834
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該当事項はありません。 

  

  

前第2四半期連結累計期間(自  平成21年4月1日  至  平成21年9月30日) 

 
(注)  １ 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 各事業の主な製品 

  (1)信号システム事業・・・・・・列車運行管理システム、列車保安制御システム、交通管制システム 

  (2)電気機器事業・・・・・・・・半導体応用機器 

  

前第2四半期連結累計期間(自  平成21年4月1日  至  平成21年9月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

  

  

前第2四半期連結累計期間(自  平成21年4月1日  至  平成21年9月30日) 

 
(注)  １ 地域は、地理的近接度により区分しております。各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

    （１）アジア・・・・・・中国、韓国、台湾等 

    （２）その他・・・・・・アメリカ等 

２ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

(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】

信号システム 
事業 

(百万円)

電気機器
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去または全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高

24,165 3,243 27,409 ― 27,409

  (2) セグメント間の内部 
      売上高または振替高

0 1,244 1,244 (1,244) ―

計 24,165 4,487 28,653 (1,244) 27,409

営業利益 1,532 139 1,671 (1,415) 256

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

アジア その他 計

Ⅰ  海外売上高(百万円) 2,567 105 2,673

Ⅱ  連結売上高(百万円) ― ― 27,409

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合

9.4％ 0.4％ 9.8％
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(追加情報) 

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)および「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 

当社は事業部門を基礎として、「信号システム事業」および「電気機器事業」の2つを報告セグメント

としております。 

 「信号システム事業」は鉄道信号システム、道路交通管制システム等の生産・販売を行っており、「電

気機器事業」は半導体応用機器等の生産・販売を行っております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報 

当第2四半期連結累計期間(自  平成 22年4月1日  至  平成22年9月30日) 

 
(注)1 セグメント利益または損失(△)の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用1,490百万円が含ま

れております。なお全社費用は管理部門等に係る費用であります。 

2 セグメント利益または損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

(参考情報) 

当第2四半期連結累計期間(自  平成22年4月1日  至  平成22年9月30日) 

 
(注) １ 地域は、地理的近接度により区分しております。各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

  （１）アジア・・・・・・中国、韓国、台湾等 

  （２）その他・・・・・・アメリカ等 

２ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

  

【セグメント情報】

報告セグメント

調整額（注）1 
(百万円)

四半期連結損益
計算書計上額

（注）2 
(百万円)

信号システム 
事業 

(百万円)

電気機器
事業 

(百万円)

計
(百万円)

売上高

 外部顧客に 
 対する売上高

18,613 5,424 24,037 ― 24,037

 セグメント間の内部 
 売上高または振替高

0 639 639 △639 ―

計 18,613 6,063 24,677 △639 24,037

セグメント利益 
または損失(△)

37 604 641 △1,490 △848

【海外売上高】

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,332 554 3,886

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 24,037

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合

13.9％ 2.3％ 16.2％
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当第2四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日) 

 該当事項はありません。 

  

  

  

持分法適用関連会社の日本インター株式会社は、平成22年11月1日開催の同社取締役会において、第

三者割当により発行される株式の募集を行うことを決議いたしました。 

  

  

  

  

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(7) その他注記情報

(重要な後発事象)
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