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1． 平成24年3月期第１四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

  24年3月期第1四半期 7,574 △23.8 △1,067 ― △1,002 ― △684 ―

  23年3月期第1四半期 9,940 △5.1 △665 ― △490 ― △502 ―

(注) 包括利益 24年3月期第1四半期 △706百万円(21.8％) 23年3月期第1四半期 △903百万円(  ―％)

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

  24年3月期第1四半期 △10. 91 ―
  23年3月期第1四半期  △8. 02 ―

 (2)連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

  24年3月期第1四半期 65,576 31,747 48.4

  23年3月期 71,832 32,767 45.6

(参考) 自己資本 24年3月期第1四半期 31,747百万円  23年3月期 32,767百万円

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

 23年3月期 ― 5. 00 ― 5. 00 10. 00

 24年3月期 ―

 24年3月期(予想) 5. 00 ― 5. 00 10. 00

3．平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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) 23,000 △4.3 △400 ― △400 ― △300 ― △4. 78

通    期 65,000 △0.2 4,600 22.7 4,600 13.3 2,700 99.9 43. 02

kyosan
新規スタンプ

kyosan
FASF会員マーク



  

 

 

 

 

 
  

  

  

・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ます。なお、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

(1) 当四半期連結累計期間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

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

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 無

 ④ 修正再表示 ： 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) 24年3月期1Ｑ 62,844,251株 23年3月期 62,844,251株

② 期末自己株式数 24年3月期1Ｑ 84,698株 23年3月期 84,192株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Ｑ 62,759,722株 23年3月期1Ｑ 62,695,092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)
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当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況

にあるなかで、サプライチェーンの立て直しが進み、生産活動が徐々に回復しつつあるものの、電力供

給の制約や原油高に加え、雇用情勢も悪化懸念が残っていることなど、先行き不透明な状況で推移いた

しました。 

 当社グループにおきましては、このような事業環境のなかで、今期 終年度となる中期経営計画の目

標達成に向けて、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を加速しております。 

 当第1四半期連結累計期間の業績につきましては、受注高20,299百万円（対前年同期3,519百万円

増）、売上高7,574百万円（対前年同期2,365百万円減）、営業利益 △1,067百万円（対前年同期402百

万円減）、経常利益 △1,002百万円（対前年同期511百万円減）、四半期純利益 △684百万円（対前年

同期182百万円減）となりました。 

  

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〕 

鉄道信号システムでは、山陽新幹線新ＡＴＣ装置や各民鉄向け新ＡＴＳ装置、海外向けには台湾鉄路

管理局富岡車両基地信号設備など、受注は前年同期を上回り堅調に推移いたしました。 

 一方、売上は例年下期に集中し、第1四半期は低い水準となる傾向に加え、東日本大震災の影響で客

先への納期調整等もあって低調に推移いたしました。 

 この結果、受注高17,097百万円、売上高5,698百万円となりました。 

  

〔電気機器事業〕 

半導体応用機器では、主力の「産業機器用電源装置」が国内はもとより、中国、韓国、台湾における

次世代規格ＤＲＡＭやスマートフォン・モバイル液晶パネル向けの旺盛な設備投資により、半導体製造

装置用や液晶パネル製造装置用が引き続き好調で、太陽光パネル製造装置用も中国での需要拡大が続く

など、売上は前年同期に比べて減少したものの、事業全体としては堅調に推移いたしました。 

 この結果、受注高3,201百万円、売上高1,876百万円となりました。 

  

〔資産、負債および純資産の状況〕 

当第1四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6,256百万円減少し、65,576百万

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、現金及び預金が3,996百万円、たな卸資産が5,610百万円増加し、受取手形及び売掛金が

16,336百万円減少しました。 

 負債の部は、支払手形及び買掛金が1,436百万円、未払法人税等が1,524百万円減少しました。 

 純資産の部は、利益剰余金が998百万円減少しました。 

  

1. 当四半期決算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

㈱京三製作所（6742）　平成24年3月期　第1四半期決算短信

－ 2 －



  
〔キャッシュ・フローの状況〕 

当第1四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3,996百万円増加し

7,061百万円となりました。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、6,176百万円のプラスとなりました。これはたな卸資産が

5,611百万円増加したものの、売上債権が16,335百万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、299百万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172百万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、1,879百万円のマイナスとなりました。これは短期借入金が

1,300百万円減少したことが主な要因であります。 

  

  

  

第2四半期連結累計期間および通期の業績予想に関しましては、平成23年5月11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。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(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。 

  

  

 税金費用の計算 
税金費用については、当第1四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。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

当第1四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計
上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計
上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12
月4日）を適用しております。 

  

  

2．サマリー情報(その他)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(4) 追加情報
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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）

前連結会計年度
(平成23年3月31日)

当第1四半期連結会計期間
(平成23年6月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,132 7,128

受取手形及び売掛金 28,753 12,417

製品 3,063 3,921

半製品 2,083 2,417

仕掛品 9,916 14,363

原材料及び貯蔵品 267 239

繰延税金資産 1,566 1,959

その他 111 409

貸倒引当金 △25 △26

流動資産合計 48,871 42,831

固定資産

有形固定資産 11,141 10,909

無形固定資産 829 779

投資その他の資産

投資有価証券 8,222 8,190

繰延税金資産 1,502 1,510

その他 1,295 1,387

貸倒引当金 △30 △30

投資その他の資産合計 10,990 11,056

固定資産合計 22,961 22,745

資産合計 71,832 65,576
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年3月31日)

当第1四半期連結会計期間
(平成23年6月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 14,315 12,878

短期借入金 1,300 －

1年内返済予定の長期借入金 1,122 5,029

未払法人税等 1,618 93

役員賞与引当金 131 22

受注損失引当金 184 108

環境対策引当金 326 326

その他 6,416 5,944

流動負債合計 25,415 24,404

固定負債

長期借入金 8,477 4,327

長期未払金 804 773

退職給付引当金 3,884 3,873

資産除去債務 117 118

その他 364 332

固定負債合計 13,649 9,425

負債合計 39,065 33,829

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 21,250 20,251

自己株式 △27 △27

株主資本合計 32,118 31,119

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 778 757

為替換算調整勘定 △128 △130

その他の包括利益累計額合計 649 627

純資産合計 32,767 31,747

負債純資産合計 71,832 65,576
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(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

 四半期連結損益計算書

 【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第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)

当第1四半期連結累計期間
(自 平成23年4月1日
至 平成23年6月30日)

売上高 9,940 7,574

売上原価 8,463 6,512

売上総利益 1,476 1,062

販売費及び一般管理費

給料及び手当 574 571

賞与 182 200

役員賞与引当金繰入額 17 22

退職給付費用 62 68

減価償却費 30 46

荷造及び発送費 167 170

その他 1,107 1,050

販売費及び一般管理費合計 2,141 2,130

営業損失（△） △665 △1,067

営業外収益

受取配当金 75 82

受取保険金 145 35

その他 22 17

営業外収益合計 243 135

営業外費用

支払利息 52 39

資金調達費用 16 24

その他 1 6

営業外費用合計 69 70

経常損失（△） △490 △1,002

特別利益

貸倒引当金戻入額 7 －

その他 0 －

特別利益合計 7 －

特別損失

固定資産除売却損 71 7

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 4 2

特別損失合計 179 9

税金等調整前四半期純損失（△） △662 △1,011

法人税等 △160 △327

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △502 △684

四半期純損失（△） △502 △684
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 四半期連結包括利益計算書

  【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第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)

当第1四半期連結累計期間
(自 平成23年4月1日
至 平成23年6月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △502 △684

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △385 △20

為替換算調整勘定 △15 △1

その他の包括利益合計 △401 △21

四半期包括利益 △903 △706

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △903 △706

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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)

当第1四半期連結累計期間
(自 平成23年4月1日
至 平成23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（△） △662 △1,011

減価償却費 325 447

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7 1

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12 △11

受取利息及び受取配当金 △76 △82

支払利息 52 39

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） 11,740 16,335

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,380 △5,611

仕入債務の増減額（△は減少） △1,143 △1,436

その他 △488 △957

小計 6,477 7,714

利息及び配当金の受取額 76 82

利息の支払額 △41 △37

法人税等の支払額 △921 △1,582

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,589 6,176

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 17 －

投資有価証券の取得による支出 △4 △4

有形固定資産の取得による支出 △1,441 △172

無形固定資産の取得による支出 △6 △18

その他 48 △103

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,386 △299

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） △1,371 △1,300

長期借入れによる収入 1,500 －

長期借入金の返済による支出 △93 △243

配当金の支払額 △313 △313

その他 △13 △22

財務活動によるキャッシュ・フロー △291 △1,879

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,904 3,996

現金及び現金同等物の期首残高 3,022 3,065

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,927 7,061
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 該当事項はありません。 

  

  

  

Ⅰ  前第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) 

１．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 

 
(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714百万円が含まれ

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) 

前第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 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) セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：百万円)

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

7,300 2,639 9,940 ― 9,940

 セグメント間の内部 
 売上高または振替高

0 177 177 △177 ―

計 7,300 2,816 10,117 △177 9,940

セグメント利益 
または損失(△)

△220 269 49 △714 △665

【海外売上高】

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,314 45 1,359

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 9,940

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合

13.2％ 0.5％ 13.7％
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Ⅱ  当第1四半期連結累計期間(自  平成23年4月1日  至  平成23年6月30日) 

１．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 

 
(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736百万円が含まれ

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損失と調整を行っております。 

  

(参考情報) 

当第1四半期連結累計期間(自  平成23年4月1日  至  平成23年6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、シンガポール、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。 

  

  

(単位：百万円)

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

5,698 1,876 7,574 ― 7,574

 セグメント間の内部 
 売上高または振替高

― 238 238 △238 ―

計 5,698 2,114 7,812 △238 7,574

セグメント利益 
または損失(△)

△406 74 △331 △736 △1,067

【海外売上高】

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,189 22 1,212

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 7,574

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合

15.7％ 0.3％ 16.0％
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当第1四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日) 

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(7) 重要な後発事象
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