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1.  平成24年5月期第1四半期の連結業績（平成23年6月1日～平成23年8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 ％

24年5月期第1四半期 8,833 △8.6 7 △97.0 △25 ― △225 ―
23年5月期第1四半期 9,668 42.5 258 ― 161 ― △172 ―

（注）包括利益 24年5月期第1四半期 △289百万円 （―％） 23年5月期第1四半期 △236百万円 （―％）

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5月期第1四半期 △4.68 ―
23年5月期第1四半期 △3.91 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年5月期第1四半期 36,860 13,689 37.1
23年5月期 36,892 14,268 38.7
（参考） 自己資本   24年5月期第1四半期  13,689百万円 23年5月期  14,268百万円

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   

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5月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
24年5月期 ―
24年5月期（予想） 0.00 ― 6.00 6.00

3.  平成24年5月期の連結業績予想（平成23年6月1日～平成24年5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) 19,000 0.4 700 8.9 700 21.8 300 52.8 6.57
通期 40,800 7.7 2,600 72.9 2,600 64.8 1,300 91.7 28.48



(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手続きの対象外でありますが、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表
に対するレビュー報告書を受領しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の実績は今後様々な要因によって異なる場合があります。なお、実
績予想に関連する事項につきましては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5月期1Q 48,675,000 株 23年5月期 48,675,000 株
② 期末自己株式数 24年5月期1Q 454,621 株 23年5月期 452,701 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年5月期1Q 48,221,489 株 23年5月期1Q 44,027,757 株
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1. 当四半期の連結業績等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 

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災後のサプライチェーンの早期復旧

などにより持ち直し傾向にあるものの、電力供給面での制約や欧米を中心とした海外経済の減速、急

激な円高の進行などから先行き不透明な状況が続いております。 

このような経済状況の下、当社グループは、平成21年６月にスタートさせた中期３ヶ年経営計画

「チャレンジアップ プラン」に基づき、事業の拡大と企業価値の向上に向け、グループ一丸となって

取り組んでまいりました。 

計画 終年度の当第１四半期連結累計期間における業績は次のとおりです。 

受注高は、ＩＴ事業が増加したものの、交通事業および産業事業で減少したことにより、前年同期

比5.6％減の85億48百万円となりました。 

売上高は、産業事業が増加した一方、交通事業およびＩＴ事業が減少したため、前年同期比8.6％減

の88億33百万円となりました。 

損益面では、売上高の減少を主因に営業利益は前年同期比97.0％減の７百万円となり、経常利益は

一段の円高進行による為替差損81百万円を計上し前年同期比１億86百万円減の25百万円の損失、四半

期純利益は２億25百万円の損失となりました。 

なお、当社グループの事業構造として、第４四半期連結会計期間に売上が集中する傾向があるため、

四半期連結会計期間別の業績には季節的変動があります。 

報告セグメント別の状況は次のとおりです。 

① 交通事業 

受注高は、国内向けが増加する一方で海外向けが減少し、前年同期比2.6％減の58億54百万円とな

りました。売上高は、海外向けは増加したものの国内向けが大きく減少し、前年同期比14.2％減の

60億10百万円となりました。セグメント利益は５億82百万円となりました。 

② 産業事業 

受注高は、国内向けの不振により前年同期比20.2％減の23億65百万円となりました。売上高は、

前年同期比8.8％増の27億19百万円となりました。セグメント利益は１億9百万円の損失となりまし

た。 

③ ＩＴ事業 

受注高は、鉄道駅務関連のＩＣカード機器対応案件が増加し前年同期比289.2％増の３億27百万円

となりました。売上高は、大型の案件がなく前年同期比36.5％減の１億円となりました。セグメン

ト利益は29百万円の損失となりました。 

 

（注）報告セグメント別の売上高については、「外部顧客に対する売上高」で、「セグメント間の内部

売上高又は振替高」は含みません。 

 

（2）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計については、受取手形及び売掛金の増加10億40百万円等があ

りましたが、現金及び預金の減少７億34百万円、たな卸資産の減少１億64百万円等もあり、前連結会計

年度末比32百万円減少の368億60百万円となりました。 

 負債合計については、賞与引当金の減少４億57百万円、未払法人税等の減少３億72百万円、支払手形

及び買掛金の減少３億68百万円等ありましたが、短期借入金の増加22億99百万円等もあり、前連結会計

年度末比５億47百万円増加の231億71百万円となりました。 

 純資産合計については、利益剰余金の減少５億15百万円、その他有価証券評価差額金の減少70百万円

等があり、前連結会計年度末比５億79百万円減少の136億89百万円となりました。 

 

（3）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年7月12日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 
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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 

該当事項はありません。 

 

（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

 

（3）会計方針の変更・会計上の見積もりの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 
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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５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,410 1,675

受取手形及び売掛金 10,332 11,372

商品及び製品 2,565 2,672

仕掛品 3,389 3,337

原材料及び貯蔵品 2,224 2,004

その他 740 676

貸倒引当金 △40 △28

流動資産合計 21,621 21,710

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,295 6,249

減価償却累計額 △3,710 △3,724

建物及び構築物（純額） 2,584 2,524

機械装置及び運搬具 6,291 6,348

減価償却累計額 △4,933 △5,053

機械装置及び運搬具（純額） 1,357 1,295

土地 289 289

建設仮勘定 48 52

その他 2,429 2,608

減価償却累計額 △2,033 △2,081

その他（純額） 395 527

有形固定資産合計 4,675 4,690

無形固定資産   

ソフトウエア 209 275

その他 179 54

無形固定資産合計 389 330

投資その他の資産   

投資有価証券 7,618 7,530

その他 2,603 2,615

貸倒引当金 △16 △16

投資その他の資産合計 10,204 10,128

固定資産合計 15,270 15,149

資産合計 36,892 36,860
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,683 5,315

短期借入金 4,420 6,719

1年内償還予定の社債 200 200

未払法人税等 463 90

未払消費税等 117 27

未払費用 3,859 3,592

前受金 677 598

預り金 210 281

賞与引当金 933 476

役員賞与引当金 42 11

受注損失引当金 148 185

環境対策引当金 89 －

その他 273 434

流動負債合計 17,119 17,932

固定負債   

社債 280 280

長期借入金 1,635 1,470

退職給付引当金 3,208 3,153

環境対策引当金 43 43

長期未払金 301 255

その他 36 36

固定負債合計 5,504 5,238

負債合計 22,623 23,171

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,998 4,998

資本剰余金 3,177 3,177

利益剰余金 6,226 5,710

自己株式 △160 △161

株主資本合計 14,241 13,725

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 124 54

為替換算調整勘定 △97 △90

その他の包括利益累計額合計 27 △36

純資産合計 14,268 13,689

負債純資産合計 36,892 36,860
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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６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 9,668 8,833

売上原価 7,713 7,111

売上総利益 1,954 1,722

販売費及び一般管理費 1,696 1,714

営業利益 258 7

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 56 66

持分法による投資利益 13 3

雑収入 10 15

営業外収益合計 81 85

営業外費用   

支払利息 35 32

固定資産廃棄損 0 1

為替差損 139 81

雑損失 3 3

営業外費用合計 177 119

経常利益又は経常損失（△） 161 △25

特別損失   

投資有価証券評価損 94 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 38 －

災害による損失 － 3

特別損失合計 132 3

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（△）

28 △28

法人税、住民税及び事業税 24 13

法人税等調整額 176 183

法人税等合計 200 196

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △172 △225

四半期純損失（△） △172 △225
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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６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △172 △225

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △48 △70

為替換算調整勘定 △11 △4

持分法適用会社に対する持分相当額 △4 11

その他の包括利益合計 △64 △63

四半期包括利益 △236 △289

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △236 △289

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

(4) セグメント情報等 

 【セグメント情報】 

I. 前第１四半期連結累計期間（自  平成22年６月１日  至  平成22年８月31日） 

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 

（単位：百万円） 

 
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）

交通事業 産業事業 ＩＴ事業

売上高    

  外部顧客への売上高 7,008 2,499 157 1 9,668 － 9,668

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

4 0 － 211 215 △215 －

計 7,012 2,500 157 212 9,883 △215 9,668

セグメント利益または損失
（△） 

706 10 △37 14 693 △435 258

(注) １  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、基幹業務システム管理・労働

者派遣に関連する業務などです。 

２  セグメント利益または損失（△）の調整額△435百万円は、セグメント間取引消去０百万円、各報告セ

グメントに帰属しない全社費用△436百万円です。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般

管理費及び研究開発費です。 

３  セグメント利益は、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。 

 

II. 当第１四半期連結累計期間（自  平成23年６月１日  至  平成23年８月31日） 

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 

（単位：百万円） 

 
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）

交通事業 産業事業 ＩＴ事業

売上高    

  外部顧客への売上高 6,010 2,719 100 3 8,833 － 8,833

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

2 0 － 189 191 △191 －

計 6,012 2,719 100 192 9,025 △191 8,833

セグメント利益または損失
（△） 

582 △109 △29 8 451 △444 7

(注) １  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、基幹業務システム管理・労働

者派遣に関連する業務などです。 

２  セグメント利益または損失（△）の調整額△444百万円は、セグメント間取引消去△2百万円、各報告セ

グメントに帰属しない全社費用△441百万円です。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般

管理費及び研究開発費です。 

３  セグメント利益は、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。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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４．補足資料 

(1) 生産、受注及び販売の状況 

 

① 生産実績 

部  門 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

金額 

(百万円) 

構成比 

(％) 

金額 

(百万円) 

構成比 

(％) 

交通事業 7,006 74.9 6,017 70.4

産業事業 2,234 23.9 2,452 28.7

ＩＴ事業 117 1.2 78 0.9

その他 － － － －

合  計 9,358 100.0 8,548 100.0

（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。 

 

② 受注状況 

部  門 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

受注高 
(百万円) 

受注残高 
(百万円) 

受注高 
(百万円) 

受注残高 
(百万円) 

交通事業 6,008 23,825 5,854 20,769

産業事業 2,964 4,238 2,365 4,313

ＩＴ事業 84 96 327 368

その他 － － － －

合  計 9,057 28,160 8,548 25,451

（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。 

 

③ 販売実績 

部  門 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

金額 

(百万円) 

構成比 

(％) 

金額 

(百万円) 

構成比 

(％) 

交通事業 7,008 72.5 6,010 68.0

産業事業 2,499 25.9 2,719 30.8

ＩＴ事業 157 1.6 100 1.1

その他 1 0.0 3 0.0

合  計 9,668 100.0 8,833 100.0

（注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２ 当社グループの事業構造として、第４四半期連結会計期間に売上が集中する傾向があるため、 

四半期連結会計期間別の業績には季節的変動があります。 
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