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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） 

 

(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 ％

23年3月期第2四半期 3,729 16.5 △128 ― △182 ― △206 ―

22年3月期第2四半期 3,200 △25.3 △629 ― △644 ― △495 ―

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 △23.02 ―

22年3月期第2四半期 △55.06 ―

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 10,071 877 8.7 97.57
22年3月期 10,693 1,114 10.4 123.87

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  877百万円 22年3月期  1,114百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 10,300 5.6 330 40.3 210 32.8 260 90.1 28.91



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（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） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ．２「その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年3月期2Q 9,050,000株 22年3月期  9,050,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  56,310株 22年3月期  56,310株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 8,993,690株 22年3月期2Q 8,993,859株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益は改善する傾向にあるものの、依然として緩や

かなデフレ状態にあり、失業率も高水準で推移するなど厳しい状況が続きました。 

この様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。この結果、交通システム機器部門では第３四半期以降に計

画されていた案件の進捗が早まったこと、メカトロ機器部門では国内向けユニット製品が順調に推移したこと、

特機システム機器部門では防災計測システム及びパーキングシステムの売上げが増加したことにより、全ての機

器部門の売上高は前年同四半期連結会計期間と比べて増加しました。 

以上により、当第２四半期連結会計期間の売上高は25億９千４百万円（前年同四半期比33.9％増）となりま

した。 

損益面につきましては、売上高が増加したことに加え、徹底した経費の圧縮・原価の低減に取組んだことに

より、営業利益は１億９千８百万円（前年同四半期は１億２千９百万円の損失）、経常利益は１億６千万円（同

１億２千８百万円の損失）、四半期純利益は５千６百万円（同８千４百万円の損失）となりました。 

なお、平成23年３月期第１四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22年８月12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２四半期連結会計期間末における総資産は100億７千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億２千

１百万円減少致しました。これは主に現金及び預金の減少１億１千９百万円、受取手形及び売掛金の減少16億９

百万円、商品及び製品の増加５億５千３百万円、仕掛品の増加５億３千５百万円等によるものです。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債は91億９千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億８千５百

万円減少致しました。これは主に支払手形及び買掛金の増加５千４百万円、短期借入金の減少２億５千４百万

円、流動負債その他の減少１億６千７百万円等によるものです。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は８億７千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億３千６

百万円減少致しました。これは利益剰余金の減少２億７百万円、その他有価証券評価差額金の減少２千９百万円

によるものです。  
  
（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期予想につきましては、平成22年５月14日の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。
  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  
  
（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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

原価差異を流動負債「その他」として繰り延べております。  
  
（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 会計処理の変更 

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。この変更による四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

② 表示方法の変更 

１．「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）

の適用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示してお

ります。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報



２．「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）

の適用により、当第２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示してお

ります。 



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 1,261,387 1,380,448

受取手形及び売掛金 2,575,326 4,184,450

商品及び製品 1,031,529 478,348

仕掛品 1,234,781 699,691

原材料及び貯蔵品 707,651 637,421

その他 328,895 287,948

流動資産合計 7,139,572 7,668,308

固定資産   

有形固定資産 2,139,545 2,164,156

無形固定資産 109,546 113,644

投資その他の資産 683,040 747,210

固定資産合計 2,932,131 3,025,012

資産合計 10,071,704 10,693,320

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,036,767 1,982,189

短期借入金 3,808,500 4,062,500

未払法人税等 10,842 16,069

賞与引当金 98,336 101,107

その他 377,331 545,038

流動負債合計 6,331,777 6,706,905

固定負債   

退職給付引当金 2,252,248 2,306,881

役員退職慰労引当金 110,120 105,186

資産除去債務 20,339 －

その他 479,748 460,324

固定負債合計 2,862,456 2,872,391

負債合計 9,194,234 9,579,297

純資産の部   

株主資本   

資本金 700,700 700,700

資本剰余金 722,424 722,424

利益剰余金 △498,499 △291,499

自己株式 △41,021 △41,021

株主資本合計 883,604 1,090,604

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,133 23,419

評価・換算差額等合計 △6,133 23,419

純資産合計 877,470 1,114,023

負債純資産合計 10,071,704 10,693,320



（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）

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 3,200,942 3,729,238

売上原価 2,735,928 2,803,430

売上総利益 465,013 925,807

販売費及び一般管理費 1,094,834 1,054,235

営業損失（△） △629,820 △128,427

営業外収益   

受取利息 358 114

受取配当金 3,943 4,020

不動産賃貸料 6,057 5,097

助成金収入 16,147 －

その他 7,984 7,890

営業外収益合計 34,491 17,122

営業外費用   

支払利息 44,111 45,455

支払手数料 － 18,547

その他 5,506 7,674

営業外費用合計 49,617 71,677

経常損失（△） △644,946 △182,982

特別損失   

固定資産除却損 365 －

投資有価証券評価損 － 28,588

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,983

特別損失合計 365 36,572

税金等調整前四半期純損失（△） △645,311 △219,555

法人税、住民税及び事業税 5,762 5,742

法人税等調整額 △155,852 △18,297

法人税等合計 △150,089 △12,555

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △206,999

四半期純損失（△） △495,221 △206,999



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,937,935 2,594,847

売上原価 1,523,535 1,848,527

売上総利益 414,399 746,320

販売費及び一般管理費 543,401 547,946

営業利益又は営業損失（△） △129,002 198,373

営業外収益   

受取利息 173 81

受取配当金 141 182

不動産賃貸料 3,961 2,548

助成金収入 16,147 －

その他 5,245 3,260

営業外収益合計 25,670 6,073

営業外費用   

支払利息 21,411 21,950

支払手数料 － 18,547

その他 3,461 3,908

営業外費用合計 24,872 44,406

経常利益又は経常損失（△） △128,205 160,040

特別損失   

固定資産除却損 365 －

投資有価証券評価損 － 2,806

特別損失合計 365 2,806

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△128,570 157,234

法人税、住民税及び事業税 2,954 2,954

法人税等調整額 △47,014 97,665

法人税等合計 △44,059 100,619

少数株主損益調整前四半期純利益 － 56,614

四半期純利益又は四半期純損失（△） △84,511 56,614



該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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