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

23年3月期第3四半期 6,601 35.0 △235 ― △310 ― △309 ―

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

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3四半期 △34.46 ―

22年3月期第3四半期 △85.07 ―

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3四半期 10,289 780 7.6 86.79
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3四半期  780百万円 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.３「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3Q  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3Q  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3Q  8,993,690株 22年3月期3Q  8,993,802株
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（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、一部に持ち直しに向けた動きがみられるものの、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

機器部門において事業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、新規システム及び新規

路線開通が売上に寄与したことにより、売上高は前年同四半期と比べて増加しました。メカトロ機器部門では、

国内向けユニット製品がずれ込み、前年同四半期と比べて減少しました。特機システム機器部門では、主に防災

計測システムの売上が増加したことにより、前年同四半期と比べて増加しました。 

以上により、当第３四半期連結会計期間の売上高は28億７千２百万円（前年同四半期比70.0％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、継続して経費の圧縮・原価の低減に取組んだことによ

り、営業損失は１億６百万円（前年同四半期は３億２百万円の損失）、経常損失は１億２千７百万円（同３億３

千８百万円の損失）、四半期純損失は１億２百万円（同２億６千９百万円の損失）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23年３月期第１四半期決算短信（平成22年８月12日開示）及び第２四半期決算短信（平成22年11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３四半期連結会計期間末における総資産は102億８千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億４百

万円減少致しました。これは主に受取手形及び売掛金の減少13億９千９百万円、現金及び預金の増加９千２百万

円、商品及び製品の増加６億３千５百万円、仕掛品の増加２億５千７百万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95億８百万円となり、前連結会計年度末に比べ７千万円減少致し

ました。これは主に賞与引当金の減少１千９百万円、流動負債その他の減少６千９百万円、退職給付引当金の減

少５千８百万円、固定負債その他の増加５千７百万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７億８千万円となり、前連結会計年度末に比べ３億３千３百万

円減少致しました。これは利益剰余金の減少３億９百万円、その他有価証券評価差額金の減少２千３百万円によ

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．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（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３四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。  

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３四半期連結会計期間では、「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。  

  

２．その他の情報



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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,472,663 1,380,448

受取手形及び売掛金 2,784,492 4,184,450

商品及び製品 1,113,964 478,348

仕掛品 956,994 699,691

原材料及び貯蔵品 694,919 637,421

その他 338,877 287,948

流動資産合計 7,361,912 7,668,308

固定資産   

有形固定資産 2,116,757 2,164,156

無形固定資産 102,129 113,644

投資その他の資産 708,516 747,210

固定資産合計 2,927,403 3,025,012

資産合計 10,289,316 10,693,320

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,990,358 1,982,189

短期借入金 4,048,500 4,062,500

未払法人税等 7,141 16,069

賞与引当金 82,079 101,107

その他 475,508 545,038

流動負債合計 6,603,587 6,706,905

固定負債   

退職給付引当金 2,248,879 2,306,881

役員退職慰労引当金 116,826 105,186

資産除去債務 21,789 －

その他 517,692 460,324

固定負債合計 2,905,188 2,872,391

負債合計 9,508,776 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 △601,429 △291,499

自己株式 △41,021 △41,021

株主資本合計 780,673 1,090,604

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △133 23,419

評価・換算差額等合計 △133 23,419

純資産合計 780,540 1,114,023

負債純資産合計 10,289,316 10,693,320



（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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 4,890,984 6,601,496

売上原価 4,172,127 5,154,930

売上総利益 718,857 1,446,565

販売費及び一般管理費 1,651,205 1,681,645

営業損失（△） △932,348 △235,080

営業外収益   

受取利息 383 145

受取配当金 5,996 6,286

不動産賃貸料 8,605 7,646

助成金収入 20,874 －

その他 9,546 8,689

営業外収益合計 45,407 22,767

営業外費用   

支払利息 65,919 69,173

その他 30,603 29,343

営業外費用合計 96,523 98,517

経常損失（△） △983,464 △310,829

特別損失   

固定資産除却損 917 156

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,983

事務所閉鎖費用 12,045 －

特別損失合計 12,963 8,140

税金等調整前四半期純損失（△） △996,427 △318,969

法人税、住民税及び事業税 8,712 8,692

法人税等調整額 △239,996 △17,732

法人税等合計 △231,283 △9,039

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △309,930

四半期純損失（△） △765,144 △309,930



（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21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 1,690,042 2,872,258

売上原価 1,436,198 2,351,500

売上総利益 253,843 520,757

販売費及び一般管理費 556,371 627,410

営業損失（△） △302,528 △106,652

営業外収益   

受取利息 25 31

受取配当金 2,053 2,266

不動産賃貸料 2,548 2,548

助成金収入 4,726 －

その他 1,562 799

営業外収益合計 10,915 5,645

営業外費用   

支払利息 21,808 23,717

その他 25,097 3,121

営業外費用合計 46,906 26,839

経常損失（△） △338,518 △127,846

特別利益   

投資有価証券評価損戻入益 － 28,588

特別利益合計 － 28,588

特別損失   

固定資産除却損 551 156

事務所閉鎖費用 12,045 －

特別損失合計 12,597 156

税金等調整前四半期純損失（△） △351,116 △99,414

法人税、住民税及び事業税 2,950 2,950

法人税等調整額 △84,144 565

法人税等合計 △81,193 3,515

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △102,930

四半期純損失（△） △269,922 △102,930



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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