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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 4,852 26.6 △1,150 ― △1,131 ― △1,143 ―
23年3月期第2四半期 3,833 0.4 △963 ― △956 ― △962 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △1,174百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △1,020百万円 （―％）

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2四半期 △189.82 ―
23年3月期第2四半期 △159.75 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 12,884 8,375 65.0
23年3月期 15,412 9,580 62.2
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  8,375百万円 23年3月期  9,580百万円

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3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 5.00 5.00

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、対前期増減率）

（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

通期 13,600 0.0 310 4.7 300 3.3 250 △26.1 41.49



(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
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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]３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2Q 6,032,000 株 23年3月期 6,032,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 5,776 株 23年3月期 5,776 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 6,026,224 株 23年3月期2Q 6,027,634 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの着実な復興が進むなか、原発

事故による電力供給不足や放射能汚染問題、さらには米国および欧州の信用力低下に伴う円高の長期化

などにより、景気の先行きは非常に不透明な状況で推移しました。 

当社グループの主要事業であり、官需を主とする情報装置事業につきましては、公共投資が総じて低

調に推移しており、受注は厳しい状況で推移しました。 

また、民需を主とする検査装置事業につきましては、企業の設備投資は震災に伴う計画の先送りや中

止などにより回復の動きは弱く、さらに顧客の新興国への生産シフト等が響き、受注と収益は厳しい状

況で推移しました。 

このような状況のなか、当社グループでは、開発・製造・販売一体で受注の確保に努めるとともに、

顧客対応力およびコスト管理の強化等々構造改革に取り組んでまいりました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間におきましては、売上高48億52百万円（前年同期比26.6％

増）、営業損失11億50百万円（前年同期は9億63百万円の損失）、経常損失11億31百万円（前年同期は9

億56百万円の損失）、四半期純損失11億43百万円（前年同期は9億62百万円の損失）となりました。ま

た、当第２四半期連結会計期間の末日現在の受注残高は61億37百万円（前年同期比37.7％減）となりま

した。 

なお、当社グループの主要事業である情報装置事業の大半は、官公庁向けの道路交通に関わる情報装

置関連製品であり、例年、売上高は第４四半期、特に期末に集中する傾向がありますので、第２四半期

連結累計期間の収益は、相対的に低水準となっております。 

報告セグメントの概況につきましては、次のとおりです。 

①情報装置事業 
高速道路会社向けの期首受注残物件を中心に売上を確保しましたが、公共投資の減少の影響を受け、

競争の激化により収益は厳しい状況で推移しました。この結果、売上高44億87百万円（前年同期比

28.6％増）、営業損失4億3百万円（前年同期は2億50百万円の損失）となりました。なお、利益につき

ましては、ほぼ均等に発生する固定費に対して、売上高が期末に集中するといった季節的変動が大きい

ことから、第２四半期連結累計期間では、赤字計上となっております。 
②検査装置事業 
企業の検査装置分野向けの設備投資抑制の状況が変わらないなか拡販に努力したものの、受注および

売上は思うように伸びませんでした。この結果、売上高3億64百万円（前年同期比6.3％増）、営業損失

2億55百万円（前年同期は2億41百万円の損失）となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 
(資産) 

当第２四半期連結会計期間末の資産は128億84百万円となり、前連結会計年度末と比較して25億27百

万円の減少となりました。 

 流動資産は87億76百万円となり、前連結会計年度末と比較して23億53百万円の減少となりました。こ

れは、主として仕掛品が4億95百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が29億55百万円減少したこ

とによるものです。 

 固定資産は41億7百万円となり前連結会計年度末と比較して1億74百万円の減少となりました。これ

は、主として、投資有価証券が52百万円減少したことと、保険積立金が80百万円減少したことによるも

のです。 

  

(負債) 

当第２四半期連結会計期間末の負債は45億9百万円となり、前連結会計年度末と比較して13億23百万

円の減少となりました。 

 流動負債は35億69百万円となり、前連結会計年度末と比較して13億44百万円の減少となりました。こ

れは、主として短期借入金が11億円減少したことによるものです。 

 固定負債は9億39百万円となり、前連結会計年度末と比較して21百万円の増加となりました。これ

は、主として退職給付引当金が51百万円増加したものの、長期借入金が33百万円減少したことによるも

のです。 

  

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
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(純資産) 
当第２四半期連結会計期間末の純資産は83億75百万円となり、前連結会計年度末と比較して12億4百

万円の減少となりました。これは、主として利益剰余金が11億74百万円減少したことによるものです。

  
②キャッシュ・フローの状況 
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、2億65百万円

減少（前年同期は6億6百万円の増加）し、14億49百万円となりました。これは、営業活動によるキャッ

シュ・フローが収入となったものの、投資活動によるキャッシュ・フローおよび財務活動によるキャッ

シュ・フローが支出となったことによるものであります。 

各キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりです。 
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動により得られた資金は11億27百万円（前年同期比38.5％減）となりました。これは、主とし

て、税金等調整前四半期純損失11億35百万円等による減少要因はあるものの、売上債権の減少額28億93

百万円等の増加要因によるものであります。 
  
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 
投資活動により支出した資金は2億29百万円（前年同期比8.9％減）となりました。これは主として、

有形固定資産の取得による支出69百万円、無形固定資産の取得による支出2億44百万円等の減少要因に

よるものであります。 
  
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動により支出した資金は11億64百万円（前年同期比19.2％増）となりました。これは短期借入

金の純減額11億円等の減少要因によるものであります。 

  

通期の業績見通しにつきましては、当初予定どおり連結売上高136億円、連結経常利益3億円、連結当

期純利益2億50百万円を見込んでおります。 

  

該当事項はありません。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,714,949 1,449,149

受取手形及び売掛金 7,238,607 4,282,631

製品 47,545 3,830

仕掛品 1,144,386 1,639,803

原材料及び貯蔵品 572,826 896,590

その他 412,296 505,718

貸倒引当金 △501 △854

流動資産合計 11,130,111 8,776,869

固定資産

有形固定資産

土地 1,882,330 1,882,330

その他（純額） 905,724 861,998

有形固定資産合計 2,788,054 2,744,329

無形固定資産 452,698 441,227

投資その他の資産

投資有価証券 863,127 811,095

その他 178,663 111,159

投資その他の資産合計 1,041,790 922,255

固定資産合計 4,282,543 4,107,812

資産合計 15,412,655 12,884,681

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,019,257 2,159,953

短期借入金 1,100,000 －

未払法人税等 39,550 10,779

賞与引当金 276,702 275,619

製品保証引当金 55,637 59,123

工事損失引当金 23,922 102,441

前受金 444,583 382,431

その他 955,143 579,561

流動負債合計 4,914,797 3,569,909

固定負債

長期借入金 33,980 －

退職給付引当金 818,886 870,191

役員退職慰労引当金 54,375 59,660

その他 10,419 9,349

固定負債合計 917,660 939,200

負債合計 5,832,458 4,509,110
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,100,005 1,100,005

資本剰余金 1,020,375 1,020,375

利益剰余金 7,417,951 6,243,929

自己株式 △3,390 △3,390

株主資本合計 9,534,940 8,360,919

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 45,256 14,652

その他の包括利益累計額合計 45,256 14,652

純資産合計 9,580,197 8,375,571

負債純資産合計 15,412,655 12,884,681
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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２四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 3,833,908 4,852,340

売上原価 3,789,623 4,987,966

売上総利益又は売上総損失（△） 44,285 △135,625

販売費及び一般管理費 1,007,335 1,014,386

営業損失（△） △963,050 △1,150,012

営業外収益

受取利息 1,113 171

受取配当金 10,038 12,232

廃材処分収入 2,254 5,102

その他 1,507 6,722

営業外収益合計 14,913 24,228

営業外費用

支払利息 1,728 1,000

支払手数料 1,446 1,484

支払保証料 5,624 3,372

その他 0 146

営業外費用合計 8,800 6,003

経常損失（△） △956,937 △1,131,787

特別利益

固定資産売却益 23 327

投資有価証券割当益 20,700 －

貸倒引当金戻入額 3,404 －

特別利益合計 24,128 327

特別損失

固定資産売却損 5 771

固定資産除却損 2,738 3,388

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,978 －

特別損失合計 11,722 4,159

税金等調整前四半期純損失（△） △944,531 △1,135,619

法人税、住民税及び事業税 11,367 6,099

法人税等調整額 7,006 2,170

法人税等合計 18,373 8,270

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △962,905 △1,143,890

四半期純損失（△） △962,905 △1,143,890
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △962,905 △1,143,890

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △57,204 △30,603

その他の包括利益合計 △57,204 △30,603

四半期包括利益 △1,020,109 △1,174,494

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,020,109 △1,174,494
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９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（△） △944,531 △1,135,619

減価償却費 170,756 192,396

賞与引当金の増減額（△は減少） － △1,083

退職給付引当金の増減額（△は減少） 55,880 51,304

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △31,970 5,285

受取利息及び受取配当金 △11,152 △12,403

支払利息 1,728 1,000

売上債権の増減額（△は増加） 3,540,223 2,893,825

たな卸資産の増減額（△は増加） △217,414 △775,465

仕入債務の増減額（△は減少） △687,962 △48,898

その他 21,639 △36,203

小計 1,897,200 1,134,136

利息及び配当金の受取額 11,152 12,403

利息の支払額 △1,636 △1,463

法人税等の支払額 △71,973 △38,847

法人税等の還付額 － 21,508

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,834,742 1,127,738

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △98,708 △69,742

無形固定資産の取得による支出 △153,186 △244,653

保険積立金の払戻による収入 － 85,098

その他 105 39

投資活動によるキャッシュ・フロー △251,789 △229,257

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） △900,000 △1,100,000

長期借入金の返済による支出 △33,960 △33,960

自己株式の取得による支出 △396 －

配当金の支払額 △41,985 △30,319

財務活動によるキャッシュ・フロー △976,342 △1,164,279

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 606,610 △265,799

現金及び現金同等物の期首残高 2,051,684 1,714,949

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,658,294 1,449,149
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該当事項はありません。 

  

 （単位：千円）

 
(注) １ セグメント損失(△)の調整額△471,088千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△471,088千円

であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門および研究開発部門に係る費用であり

ます。 

２ セグメント損失(△)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。 

  

 （単位：千円）

 
(注) １ セグメント損失(△)の調整額△490,992千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△490,992千円

であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門および研究開発部門に係る費用であり

ます。 

２ セグメント損失(△)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。 

  

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

Ⅰ．前第２四半期連結累計期間(自平成22年４月１日至平成22年９月30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

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注)２情報装置事業 検査装置事業 計

売上高

 外部顧客への売上高 3,490,863 343,044 3,833,908 ― 3,833,908

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,490,863 343,044 3,833,908 ― 3,833,908

セグメント損失(△) △250,558 △241,403 △491,962 △471,088 △963,050

Ⅱ．当第２四半期連結累計期間(自平成23年４月１日至平成23年９月30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

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注)２情報装置事業 検査装置事業 計

売上高

 外部顧客への売上高 4,487,671 364,669 4,852,340 ― 4,852,340

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 4,487,671 364,669 4,852,340 ― 4,852,340

セグメント損失(△) △403,678 △255,341 △659,019 △490,992 △1,150,012

（６）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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