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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） 

 

(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 ％

24年3月期第1四半期 2,273 13.4 △33 ― △25 ― △40 ―
23年3月期第1四半期 2,004 6.5 △91 ― △99 ― △111 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △101百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △229百万円 （―％）

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 △0.65 ―
23年3月期第1四半期 △1.77 ―

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

24年3月期第1四半期 13,110 6,558 48.9 102.17
23年3月期 12,555 6,721 52.3 104.68
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  6,411百万円 23年3月期  6,568百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
平成24年３月期の配当については、現時点においては未定です。 

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 ― 0.00 ― 1.00 1.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― ― ―

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 4,500 △24.9 70 ― 50 ― 0 ― 0.00
通期 11,000 △8.9 200 250.9 150 650.0 50 ― 0.80



(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  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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レビューの対象外であり、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きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
平成24年度３月期の期末配当につきましては、現時点においては、景気や為替動向、原材料価格の変動等経営環境の先行きが不透明であることから未定とさ
せていただき、今後の業績等を勘案し、配当予想額の開示が可能となり次第速やかに開示いたします。 
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、四半期決
算短信【添付資料】２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 64,741,955 株 23年3月期 64,741,955 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,988,017 株 23年3月期 1,988,017 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 62,753,938 株 23年3月期1Q 62,825,657 株
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当第１四半期におけるわが国経済は、為替相場における円高基調での推移や資材価格の上昇などに加

え、本年３月に発生した東日本大震災による不安定な電力供給などの影響や混乱を受け、足踏み状態が続

き、先行きは不透明な状況にあります。世界経済も中国のインフレ懸念や欧米の金融不安長期化など、全

体的に不安定な状態にあります。設備投資の需要も依然として低迷は続き、非常に厳しい状況が続きまし

た。 

このような環境下、当社グループでは、コンベヤ設備や立駐本体の新設受注、納入等とともに、立駐の

メンテナンスは堅調に推移しました結果、受注高は16億13百万円(前年同期比12.5％減)、売上高は22億73

百万円(前年同期比13.4％増)となりました。損益面につきましては、売上高が増加し、コスト低減、経費

の圧縮など徹底した合理化を推進しました結果、前年同期に比べ若干改善しましたが、厳しい受注採算の

案件もあり、営業損失は33百万円(前年同期は91百万円の営業損失)となり、経常損失は25百万円(前年同

四半期は99百万円の経常損失)、四半期純損失は40百万円(前年同期は1億11百万円の純損失)となりまし

た。 

  

セグメント別の状況 

 セグメント別の状況は以下のとおりであります。 

  

[コンベヤ関連] 

 コンベヤ関連では、国内製鉄所や資源関連向けコンベヤ設備、海外プラント向け設備、保守部品の受

注、納入があり、受注高は6億33百万円(前年同期比36.7％減)、売上高は10億71百万円(前年同期比12.3％

減)、営業利益は47百万円(前年同期は26百万円の営業損失)となりました。 

  

[立体駐車装置関連] 

 立体駐車装置関連では、タワー式本体設備の受注、納入完成があり、安定的なメンテナンスは堅調に推

移し、受注高は9億79百万円(前年同期比16.3％増)、売上高は12億2百万円(前年同期比53.5％増)、営業損

失は6百万円(前年同期は18百万円の営業利益)となりました。 

  

当第１四半期末の総資産は、前期末と比較して5億55百万円増加の131億10百万円となりました。これは

主に、受取手形及び売掛金が5億77百万円減少しましたが、現金及び預金が8億71百万円、仕掛品が2億88

百万円増加したことによるものです。負債は、前期末と比較して7億18百万円増加の65億51百万円となり

ました。これは主に、未払法人税等が1億44百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が2億73百万円、

短期借入金が4億50百万円増加したことによるものです。純資産は、前期末と比較して1億63百万円減少の

65億58百万円となりました。これは主に、四半期純損失の計上、配当金の支払等により利益剰余金が1億3

百万円、その他有価証券評価差額金が53百万円減少したことによるものです。 

  

国内外の経済環境は回復基調も見られるものの、その足取りは緩慢であり、先行きの不透明感による設

備投資の低迷、円高基調による国際競争力の低下等、厳しい環境が継続すると予想されますが、それらの

要因による業績の変動は現時点では想定されないことから、平成23年５月13日発表の当期の業績予想に変

更はありません。 

1株当たりの期末の配当金につきましては、現時点においては景気や為替動向等経営環境の先行きが不

透明であることから、未定とさせていただき、今後の業績動向等を勘案し、配当予想額の開示が可能とな

り次第、速やかに開示いたします。 

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

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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重要な子会社の異動ではありませんが、㈱テックシステムサービスと東京テックサービス㈱は、平成
23年４月１日に合併し、エヌエイチサービス㈱となりました。 
  

該当事項はありません。 
  

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）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
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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：千円）

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 3,325,622 4,197,258

受取手形及び売掛金 3,864,473 3,286,549

有価証券 318,030 248,052

仕掛品 1,291,994 1,580,795

原材料及び貯蔵品 375,147 416,344

その他 373,860 412,778

貸倒引当金 △18,245 △16,056

流動資産合計 9,530,883 10,125,723

固定資産

有形固定資産 1,380,479 1,369,800

無形固定資産

のれん 293,450 278,777

その他 21,005 37,964

無形固定資産合計 314,455 316,741

投資その他の資産

投資有価証券 1,012,822 990,237

その他 460,244 455,420

貸倒引当金 △143,872 △147,514

投資その他の資産合計 1,329,193 1,298,143

固定資産合計 3,024,129 2,984,686

資産合計 12,555,012 13,110,409

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,033,493 2,306,624

短期借入金 530,000 980,000

未払法人税等 155,401 10,499

前受金 782,909 836,896

引当金 452,645 414,007

その他 239,607 441,517

流動負債合計 4,194,056 4,989,545

固定負債

長期借入金 385,000 340,000

退職給付引当金 569,549 585,497

その他 684,770 636,867

固定負債合計 1,639,319 1,562,364

負債合計 5,833,376 6,551,910
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（単位：千円）

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)

純資産の部

株主資本

資本金 3,851,032 3,851,032

資本剰余金 1,241,050 1,241,050

利益剰余金 1,371,853 1,268,232

自己株式 △166,202 △166,202

株主資本合計 6,297,732 6,194,111

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 208,207 154,848

土地再評価差額金 62,915 62,915

その他の包括利益累計額合計 271,122 217,764

少数株主持分 152,780 146,623

純資産合計 6,721,636 6,558,499

負債純資産合計 12,555,012 13,110,409
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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：千円）

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 2,004,495 2,273,871

売上原価 1,754,591 1,983,450

売上総利益 249,904 290,420

販売費及び一般管理費 340,905 324,182

営業損失（△） △91,000 △33,761

営業外収益

受取利息 673 227

受取配当金 10,772 14,387

有価証券売却益 4,668 613

受取保険金 12,878 6,229

その他 4,394 3,242

営業外収益合計 33,386 24,699

営業外費用

支払利息 12,273 10,224

支払手数料 562 1,761

為替差損 18,117 2,167

その他 10,868 2,695

営業外費用合計 41,821 16,848

経常損失（△） △99,435 △25,910

特別利益

貸倒引当金戻入額 3,466 －

特別利益合計 3,466 －

特別損失

固定資産処分損 － 93

特別損失合計 － 93

税金等調整前四半期純損失（△） △95,969 △26,004

法人税等 12,355 17,520

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △108,325 △43,524

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,925 △2,657

四半期純損失（△） △111,251 △40,867
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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：千円)

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（△） △108,325 △43,524

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △121,023 △53,358

その他の包括利益合計 △121,023 △53,358

四半期包括利益 △229,349 △96,883

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △232,274 △94,226

少数株主に係る四半期包括利益 2,925 △2,657
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該当事項なし 
  

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 「その他」の区分に記載すべき報告セグメントに含まれない事業セグメントはありません。 

２ セグメント損失の調整額△83,223千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費

用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３ セグメント利益又は損失(△)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。 

  

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 

記載すべき重要なものはありません。 

  

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 「その他」の区分に記載すべき報告セグメントに含まれない事業セグメントはありません。 

２ セグメント損失の調整額△75,060千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費

用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３ セグメント利益又は損失(△)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。 

  

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 

記載すべき重要なものはありません。 
  

該当事項なし 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連
結損益計 
算書計上 
額(注)３

コンベヤ関
連

立体駐車
装置関連

計

売上高

  外部顧客への売上高 1,221,395 783,099 2,004,495 ― 2,004,495 ― 2,004,495

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

33,819 ― 33,819 ― 33,819 △33,819 ―

計 1,255,215 783,099 2,038,315 ― 2,038,315 △33,819 2,004,495

セグメント利益又は損失(△) △26,695 18,918 △7,776 ― △7,776 △83,223 △91,000

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連
結損益計 
算書計上 
額(注)３

コンベヤ関
連

立体駐車
装置関連

計

売上高

  外部顧客への売上高 1,071,676 1,202,195 2,273,871 ― 2,273,871 ― 2,273,871

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

182,249 ― 182,249 ― 182,249
△

182,249
―

計 1,253,926 1,202,195 2,456,121 ― 2,456,121
△

182,249
2,273,871

セグメント利益又は損失(△) 47,343 △6,045 41,298 ― 41,298 △75,060 △33,761

（５）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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 (１) 販売実績 

 
(注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 (２) 受注実績 

 
(注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

  

４．補足情報

  販売及び受注の状況

区分 金額(千円) 前年同期比(％)

コンベヤ関連 1,071,676 △12.3

立体駐車装置関連 1,202,195 53.5

合計 2,273,871 13.4

区分 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

コンベヤ関連 633,542 △36.7 4,100,829 △20.1

立体駐車装置関連 979,976 16.3 6,192,905 △23.3

合計 1,613,519 △12.5 10,293,734 △22.1
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