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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 4,824 △19.5 △14 ― △24 ― △61 ―
23年3月期第2四半期 5,989 44.3 △7 ― △27 ― △91 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △194百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △187百万円 （―％）

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 △0.97 ―
23年3月期第2四半期 △1.45 ―

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2四半期 13,148 6,461 48.0 100.55
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2四半期  6,309百万円 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月期の期末配当につきましては、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 0.00 0.00 1.00 1.00
24年3月期 0.00 0.00
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、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  ：  有   

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 11,000 △8.9 100 175.4 70 350.0 20 ― 0.32



(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基準に基づいており、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2Q 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2Q 1,988,923 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2Q 62,753,480 株 23年3月期2Q 62,815,352 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、東日本大震災発生の影響での混乱が復旧等により回

復に転じつつあるものの、欧米の金融不安長期化や中国のインフレ懸念などもあり、為替相場で円高が進

行し、全体的に不安定な状態にあります。景気の先行きは不透明な状況にあり、設備投資の需要も大きく

は改善せず、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、納入とともに立駐のメン

テナンス事業は堅調に推移しましたが、受注高は38億56百万円（前年同四半期比36.6％減）、売上高は48

億24百万円（前年同四半期比19.5％減）となりました。損益面につきましては、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が、売上高の減少と受注採算の厳しい案件もあり、営業損失は14百万

円（前年同四半期営業損失7百万円）、経常損失は24百万円（前年同四半期経常損失27百万円）、四半期

純損失は61百万円（前年同四半期純損失91百万円）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、海外プラント向け設備、国内製鉄所や資源関連向けコンベヤ設備、保守部品の受注

や納入がありましたが、客先の計画遅れもあり、受注高は12億53百万円（前年同四半期比65.3％減）、売

上高は25億24百万円(前年同四半期比22.8％減)、セグメント利益は103百万円(前年同四半期比86.3％増)

となりました。 

  

[立体駐車装置関連] 

 立体駐車装置関連では、タワー式や平面往復式本体設備の受注や納入完成があり、安定的なメンテナン

ス事業は堅調に推移しましたが、受注高は26億3百万円（前年同四半期比5.6％増）、売上高は23億円(前

年同四半期比15.5％減)、セグメント利益は39百万円(前年同四半期比63.5％減)となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度と比較して5億93百万円増加の131億48百万円と

なりました。これは主に、受取手形及び売掛金が9億46百万円減少しましたが、現金及び預金が10億97百

万円、仕掛品が6億65百万円増加したことによるものです。負債は、前連結会計年度と比較して8億54百万

円増加の66億87百万円となりました。これは主に、未払法人税等が1億15百万円減少しましたが、支払手

形及び買掛金が4億83百万円、前受金が5億45百万円増加したことによるものです。純資産は、前連結会計

年度と比較して2億60百万円減少の64億61百万円となりました。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1億23百万円、その他有価証券評価差額金が1億35百万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。平成24年３

月期の連結業績につきましては、本日発表いたしました、「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載し

ましたとおり、当初予想よりも営業利益、経常利益、当期純利益ともに下回る見通しであります。詳細

は、本日開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

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 3,325,622 4,423,306

受取手形及び売掛金 3,864,473 2,917,711

有価証券 318,030 295,052

仕掛品 1,291,994 1,957,455

原材料及び貯蔵品 375,147 395,607

その他 373,860 353,001

貸倒引当金 △18,245 △14,385

流動資産合計 9,530,883 10,327,748

固定資産

有形固定資産 1,380,479 1,366,281

無形固定資産

のれん 293,450 264,105

その他 21,005 62,427

無形固定資産合計 314,455 326,532

投資その他の資産

投資有価証券 1,012,822 836,225

その他 460,244 449,986

貸倒引当金 △143,872 △158,082

投資その他の資産合計 1,329,193 1,128,128

固定資産合計 3,024,129 2,820,943

資産合計 12,555,012 13,148,692

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,033,493 2,516,575

短期借入金 530,000 680,000

未払法人税等 155,401 40,184

前受金 782,909 1,328,586

賞与引当金 149,097 149,348

完成工事補償引当金 139,748 109,853

工事損失引当金 163,800 214,000

その他 239,607 177,192

流動負債合計 4,194,056 5,215,740

固定負債

長期借入金 385,000 295,000

退職給付引当金 569,549 572,033

その他 684,770 604,712

固定負債合計 1,639,319 1,471,746

負債合計 5,833,376 6,687,486
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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 3,851,032 3,851,032

資本剰余金 1,241,050 1,241,045

利益剰余金 1,371,853 1,247,969

自己株式 △166,202 △166,280

株主資本合計 6,297,732 6,173,767

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 73,085

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 271,122 136,000

少数株主持分 152,780 151,437

純資産合計 6,721,636 6,461,205

負債純資産合計 12,555,012 13,148,692
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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 5,989,865 4,824,440

売上原価 5,312,748 4,163,675

売上総利益 677,116 660,764

販売費及び一般管理費 684,219 675,454

営業損失（△） △7,102 △14,689

営業外収益

受取利息 1,678 757

受取配当金 13,063 17,130

有価証券売却益 6,176 2,680

受取保険金 16,514 6,232

その他 8,029 10,482

営業外収益合計 45,461 37,282

営業外費用

支払利息 24,548 20,834

支払手数料 1,861 3,014

有価証券売却損 849 398

為替差損 28,360 7,643

貸倒引当金繰入額 － 12,000

その他 10,478 3,459

営業外費用合計 66,097 47,350

経常損失（△） △27,739 △24,757

特別利益

貸倒引当金戻入額 725 －

特別利益合計 725 －

特別損失

固定資産処分損 354 96

施設利用権評価損 250 －

特別損失合計 604 96

税金等調整前四半期純損失（△） △27,618 △24,854

法人税等 52,911 34,119

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △80,529 △58,973

少数株主利益 10,547 2,156

四半期純損失（△） △91,077 △61,130
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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（△） △80,529 △58,973

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △107,184 △135,122

その他の包括利益合計 △107,184 △135,122

四半期包括利益 △187,714 △194,095

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △198,261 △196,252

少数株主に係る四半期包括利益 10,547 2,156
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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（△） △27,618 △24,854

減価償却費 36,400 37,650

のれん償却額 29,345 29,345

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,824 10,349

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 20,657 △29,895

工事損失引当金の増減額（△は減少） 34,000 50,200

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,215 251

退職給付引当金の増減額（△は減少） 33,540 2,484

有価証券売却損益（△は益） △5,326 △2,281

投資有価証券評価損益（△は益） 5,180 3,370

受取利息及び受取配当金 △14,741 △17,887

支払利息 24,548 20,834

為替差損益（△は益） 7,615 785

売上債権の増減額（△は増加） △2,013,717 946,762

たな卸資産の増減額（△は増加） 104,086 △685,920

仕入債務の増減額（△は減少） 409,193 483,082

前受金の増減額（△は減少） 714,812 545,677

未払消費税等の増減額（△は減少） △21,227 △117,351

その他 △43,714 55,287

小計 △688,926 1,307,890

利息及び配当金の受取額 14,741 17,864

利息の支払額 △24,563 △21,111

法人税等の支払額 △200,786 △140,084

営業活動によるキャッシュ・フロー △899,535 1,164,558

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △30,009 △30,003

定期預金の払戻による収入 24,850 18,000

有形固定資産の取得による支出 △9,846 △3,959

無形固定資産の取得による支出 △1,695 △18,707

有価証券の取得による支出 △49,535 －

投資有価証券の取得による支出 △199,846 △220,408

投資有価証券の売却による収入 248,349 166,976

関係会社出資金の払込による支出 △9,407 －

貸付けによる支出 △1,650 △6,797

貸付金の回収による収入 3,740 2,190

その他 25,963 9,158

投資活動によるキャッシュ・フロー 913 △83,550
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（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)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 2,850,000 1,800,000

短期借入金の返済による支出 △2,800,000 △1,650,000

長期借入金の返済による支出 △90,000 △90,000

自己株式の取得による支出 △16,889 △143

自己株式の売却による収入 94 61

配当金の支払額 △61,857 △61,477

少数株主への配当金の支払額 △3,500 △3,500

リース債務の返済による支出 △10,588 △12,460

財務活動によるキャッシュ・フロー △132,740 △17,519

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,615 △785

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,038,977 1,062,703

現金及び現金同等物の期首残高 3,746,227 3,579,967

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,707,250 4,642,670
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該当事項なし 
  

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) 

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 セグメント利益又は損失の調整額△171,417千円は、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。 

  
  

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) 

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 セグメント利益又は損失の調整額△157,790千円は、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。 

  
  

該当事項なし 

  

（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：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 3,267,682 2,722,183 5,989,865 ― 5,989,865 ― 5,989,865

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

633,085 ― 633,085 ― 633,085 △633,085 ―

計 3,900,768 2,722,183 6,622,951 ― 6,622,951 △633,085 5,989,865

セグメント利益又は損失(△) 55,473 108,841 164,315 ― 164,315 △171,417 △7,102

(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 2,524,018 2,300,421 4,824,440 ― 4,824,440 ― 4,824,440

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

411,014 ― 411,014 ― 411,014 △411,014 ―

計 2,935,033 2,300,421 5,235,455 ― 5,235,455 △411,014 4,824,440

セグメント利益又は損失(△) 103,346 39,753 143,100 ― 143,100 △157,790 △14,689

（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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 (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 2,524,018 △22.8

立体駐車装置関連 2,300,421 △15.5

合計 4,824,440 △19.5

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 1,253,290 △65.3 3,268,234 △42.7

立体駐車装置関連 2,603,048 5.6 6,717,750 △13.4

合計 3,856,338 △36.6 9,985,985 △25.8
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