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※当社は平成23年３月期第１四半期は連結業績を開示しておりましたが、当第１四半期より非連結での業績を開示し

ております。そのため、平成23年３月期第１四半期の経営成績(累計)及び対前年同四半期増減率については記載し

ておりません。 
    

   

 

   

  

 
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
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※当社は平成23年３月期第１四半期は連結業績を開示していたため、対前年同四半期増減率については記載しており

ません。 
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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第１四半期の業績（平成23年４月１日～平成23年６月30日）

（１）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 1,900 ― 106 ― 111 ― 158 ―

23年３月期第１四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 11 .50 ―

23年３月期第１四半期 ― ―

（２）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 6,163 2,835 46.0

23年３月期 5,978 2,763 46.2

(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 2,835百万円  23年３月期 2,763百万円

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

24年３月期 ―

24年３月期(予想) ― ― 3 .00 3 .00

３．平成24年３月期の業績予想（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) 3,600 ― 140 ― 140 ― 120 ― 8 .72

通期 6,700 △6.8 170 △51.1 160 △55.3 150 18.8 10 .90

tmiyashita
財務会計基準機構



  

 

 

 
  

  

・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が実

施中です。 

  

・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、添付

資料P３「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

・当社は、前事業年度に唯一の連結子会社でありました上海森尾電器有限公司の解散決議を行い当第１四

半期において清算結了いたしており、当第１四半期累計期間において連結財務諸表非作成会社となりま

した。 

４．その他

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）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 ： 有

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 有

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 無

 ④ 修正再表示 ： 無

（３）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 14,250,000株 23年３月期 14,250,000株

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 490,078株 23年３月期 489,680株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 13,760,221株 23年３月期１Ｑ 13,763,137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１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災によるサプライチェーンの混乱に基づ

く生産活動の低下、原発事故に伴う全国的な電力供給不安の影響等により依然として厳しい状況のま

ま推移しました。 

このような経営環境のもと、当社は積極的な受注活動を展開した結果、当第１四半期累計期間のう

ち、売上高は19億円となり、受注高は11億55百万円となりました。 

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売上が順調

に推移し、売上高は16億92百万円となり、受注高は鉄道会社等よりの新幹線車両用電気機器及び新型

車両等の受注が一巡し、７億95百万円となりました。 

［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

的に展開した結果、売上高は１億32百万円となり、受注高は１億78百万円となりました。 

［船舶等関連事業］ 

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一巡し、売上高は53百万円となりました

が、受注高は１億81百万円となりました。 

［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、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も

のの、売上高の増加に伴う利益の増加及びコスト削減効果等により、当第１四半期累計期間の営業利益

は１億６百万円、経常利益は１億11百万円となりました。また、繰延税金資産計上による影響もあり、

当第１四半期累計期間の四半期純利益は１億58百万円となりました。 

なお、当社は、前第１四半期連結累計期間では四半期連結財務諸表を作成しておりましたが、平成23

年６月17日付で連結子会社上海森尾電器有限公司が清算結了したため、当第１四半期連結累計期間にお

いて連結財務諸表非作成会社となりました。そのため、当第１四半期累計期間より四半期財務諸表を作

成しており、前第１四半期累計期間との比較は行っておりません。 

①  資産 

当第１四半期会計期間末における流動資産は、前事業年度末に比べ５億２百万円増加し、43億31

百万円となりました。これは、主として現金及び預金が２億79百万円増加、たな卸資産が１億円増

加、繰延税金資産が83百万円増加したこと等によります。 

当第１四半期会計期間末における固定資産は、前事業年度末に比べ３億18百万円減少し、18億31

百万円となりました。これは、主として投資その他の資産のその他の内、関係会社出資金が２億74

百万円減少したこと等によります。 

この結果、当第１四半期会計期間末における総資産は、61億63百万円となり、前事業年度末に比

べ１億84百万円の増加となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報
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②  負債 

当第１四半期会計期間末における流動負債は、前事業年度末に比べ１億93百万円増加し、27億24

百万円となりました。これは、主として未払法人税等が１億21百万円減少、清算損失引当金が75百

万円減少したものの、短期借入金が２億60百万円増加、賞与引当金が67百万円増加したこと等によ

ります。 

当第１四半期会計期間末における固定負債は、前事業年度末に比べ81百万円減少し、６億２百万

円となりました。これは、主として長期借入金が45百万円減少したこと等によります。 

この結果、当第１四半期会計期間末における負債合計は33億27百万円となり、前事業年度末に比

べ１億11百万円の増加となりました。 

③  純資産 

当第１四半期会計期間末における株主資本は、前事業年度末に比べ89百万円増加し、27億45百万

円となりました。これは、利益剰余金が89百万円増加したこと等によります。 

当第１四半期会計期間末における評価・換算差額等は、前事業年度末に比べ17百万円減少し、90

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17百万円減少したことによります。 

この結果、当第１四半期会計期間末における純資産合計は28億35百万円となり、前事業年度末に

比べ72百万円の増加となりました。 

平成23年５月６日に公表しました平成24年３月期の第２四半期累計期間及び通期の個別業績予想に

つきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しております。詳細に

つきましては、「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（３）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。 

  

  

(会計方針の変更) 

当社における、商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品の評価方法は、従来、主として 終仕入原

価法によっておりましたが、新会計システムの導入を行ったことを機に、より期間損益計算の適正化を

図ることを目的として、当第１四半期累計期間から商品及び製品、仕掛品は個別法に、原材料及び貯蔵

品は総平均法に変更しております。当該会計方針の変更は、システムの対応が不可能なため、前事業年

度末の商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品の帳簿価額を当事業年度の期首残高として、期首から

将来にわたり個別法、総平均法を適用しております。 

これにより、従来の方法と比べて、当第１四半期会計期間末における商品及び製品、仕掛品、原材料

及び貯蔵品が1,565千円減少し、当第１四半期会計期間の売上原価が同額増加しており、その結果、営

業利益、経常利益及び税引前四半期純利益が同額減少しております。 

  

  

(追加情報) 

当第１四半期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。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 638,562 918,134

受取手形及び売掛金 1,653,191 1,699,699

商品及び製品 206,152 297,871

仕掛品 894,079 857,763

原材料及び貯蔵品 421,186 466,363

繰延税金資産 － 83,256

その他 15,996 8,535

流動資産合計 3,829,168 4,331,625

固定資産

有形固定資産

建物 1,943,837 1,943,837

減価償却累計額 △862,278 △877,931

建物（純額） 1,081,558 1,065,906

土地 38,109 38,109

その他 537,207 548,538

減価償却累計額 △414,808 △424,111

その他（純額） 122,398 124,427

有形固定資産合計 1,242,067 1,228,443

無形固定資産 49,457 44,927

投資その他の資産

投資有価証券 513,131 487,669

その他 348,657 73,805

貸倒引当金 △3,600 △3,400

投資その他の資産合計 858,188 558,075

固定資産合計 2,149,714 1,831,446

資産合計 5,978,882 6,163,072
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(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期会計期間
(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 1,554,789 1,568,106

短期借入金 240,000 500,000

1年内返済予定の長期借入金 213,607 203,608

未払法人税等 154,448 33,446

賞与引当金 130,000 197,000

役員賞与引当金 18,000 18,000

清算損失引当金 75,577 －

その他 145,049 204,787

流動負債合計 2,531,471 2,724,947

固定負債

長期借入金 517,350 472,284

繰延税金負債 55,701 47,465

退職給付引当金 1,417 －

その他 109,720 82,961

固定負債合計 684,188 602,711

負債合計 3,215,660 3,327,658

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 779,397 868,861

自己株式 △69,546 △69,593

株主資本合計 2,655,624 2,745,040

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 107,598 90,372

評価・換算差額等合計 107,598 90,372

純資産合計 2,763,222 2,835,413

負債純資産合計 5,978,882 6,163,072
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（２）四半期損益計算書

 第１四半期累計期間

(単位：千円)

当第１四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 1,900,625

売上原価 1,531,094

売上総利益 369,530

販売費及び一般管理費 263,416

営業利益 106,114

営業外収益

受取配当金 5,351

雑収入 4,740

営業外収益合計 10,092

営業外費用

支払利息 4,544

雑損失 1

営業外費用合計 4,545

経常利益 111,660

特別損失

固定資産除却損 0

子会社清算損 5,367

特別損失合計 5,367

税引前四半期純利益 106,293

法人税、住民税及び事業税 31,284

法人税等調整額 △83,256

法人税等合計 △51,971

四半期純利益 158,265
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当第１四半期累計期間(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。 

  

  

当第１四半期累計期間(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の金額に関する情報 

 
(注) １. セグメント利益の調整額△44,731千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△44,731千円が含

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. セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．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。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(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  
損益計算書
計上額

売上高

  外部顧客への売上高 1,692,312 132,278 53,488 22,545 1,900,625 ― 1,900,625

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 1,692,312 132,278 53,488 22,545 1,900,625 ― 1,900,625

セグメント利益 111,892 587 24,475 13,889 150,845 △44,731 106,114

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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当第１四半期累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１四半期累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１四半期累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。 

以上

５．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 1,754,439 ―

自動車関連事業 146,478 ―

船舶等関連事業 61,401 ―

合計 1,962,319 ―

(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 795,693 ― 5,448,900 ―

自動車関連事業 178,320 ― 216,369 ―

船舶等関連事業 181,012 ― 266,498 ―

合計 1,155,026 ― 5,931,768 ―

(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 1,692,312 ―

自動車関連事業 132,278 ―

船舶等関連事業 53,488 ―

不動産関連事業 22,545 ―

合計 1,900,625 ―

相手先

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

東海旅客鉄道㈱ ― ― 447,154 23.8

三菱電機㈱ ― ― 271,021 14.4

東日本旅客鉄道㈱ ― ― 250,721 13.3

西日本旅客鉄道㈱ ― ― 204,914 10.9
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