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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 3,126 △16.2 △508 ― △544 ― △369 ―

23年3月期第2四半期 3,729 16.5 △128 ― △182 ― △206 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △361百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △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3月期第2四半期 △41.11 ―

23年3月期第2四半期 △23.02 ―

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 8,741 921 10.5
23年3月期 10,830 1,309 12.1

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  921百万円 23年3月期  1,309百万円

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 ― 3.00 3.00

24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 3.00 3.00

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 10,500 △2.4 290 1.1 200 3.4 260 15.9 28.91



(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  ：  有  

(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報告書の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
基づく四半期報告書のレビュー手続を実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に掲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。 

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 9,050,000 株 23年3月期 9,050,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 56,310 株 23年3月期 56,310 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 8,993,690 株 23年3月期2Q 8,993,690 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響から一部で持ち直す動きがあるものの、

企業収益は減少し、雇用情勢の悪化懸念が依然として残っているなど、厳しい状況が続きました。 

このような経済環境のもとで、当連結グループは、交通システム機器・メカトロ機器・特機システム機器の各部

門において営業活動を展開してまいりました。交通システム機器部門におきましては、前年同累計期間に大口案件

の売上が含まれていたことにより、前年同累計期間と比べて売上高は減少しました。メカトロ機器部門におきまし

ては、計画の一部が前倒しになったことにより、前年同累計期間と比べて売上高は増加しました。特機システム機

器部門におきましては、前年同累計期間と比べて売上高は微減となりました。以上により、当第２四半期連結累計

期間の売上高は31億２千６百万円（前年同累計期間比16.2％減）となりました。 

損益面につきましては、継続して経費の圧縮、原価の低減に取り組んでまいりましたが、売上高の減少をカバー

するには至らず、営業損失は５億８百万円（前年同累計期間は１億２千８百万円の損失）、経常損失は５億４千４

百万円（同１億８千２百万円の損失）、四半期純損失は３億６千９百万円（同２億６百万円の損失）となりまし

た。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は87億４千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ20億８千８

百万円減少致しました。これは主に現金及び預金の減少５億２百万円、受取手形及び売掛金の減少26億７千４百

万円、仕掛品の増加７億６千９百万円、流動資産その他の増加２億４千１百万円等によるものです。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債は78億２千万円となり、前連結会計年度末に比べ17億円減少致しま

した。これは主に短期借入金の減少14億９千万円、賞与引当金の減少６千万円、流動負債その他の減少１億６千

７百万円等によるものです。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は９億２千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億８千８

百万円減少致しました。これは利益剰余金の減少３億９千６百万円、その他有価証券評価差額金の増加８百万円

によるものです。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期予想につきましては、平成23年５月13日の決算短信で発表しました業績予想からの変更はございません。  

  

（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 

①固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積もりを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基

づく年間償却予定額を期間按分して算定しております。  

②原価差異の繰延処理 

季節的に変動する操業度により発生した原価差異は、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれるため、

当該原価差異を流動資産（その他）として繰り延べております。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。   

  

（追加情報） 

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

第１四半期連結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。 

   

１．当四半期決算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



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 1,862,474 1,359,950

受取手形及び売掛金 4,370,314 1,696,183

商品及び製品 494,106 520,851

仕掛品 257,834 1,027,496

原材料及び貯蔵品 662,591 714,997

その他 288,371 529,853

流動資産合計 7,935,693 5,849,333

固定資産   

有形固定資産 2,136,002 2,147,575

無形固定資産 75,891 65,633

投資その他の資産 682,656 679,192

固定資産合計 2,894,550 2,892,401

資産合計 10,830,243 8,741,734

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,690,397 1,643,464

短期借入金 4,368,500 2,878,500

未払法人税等 15,189 9,656

賞与引当金 143,866 83,570

その他 533,862 366,375

流動負債合計 6,751,817 4,981,566

固定負債   

退職給付引当金 2,105,229 2,099,262

役員退職慰労引当金 122,385 133,366

資産除去債務 22,074 22,673

その他 519,246 583,722

固定負債合計 2,768,935 2,839,025

負債合計 9,520,752 7,820,592

純資産の部   

株主資本   

資本金 700,700 700,700

資本剰余金 722,424 722,424

利益剰余金 △67,190 △463,913

自己株式 △41,021 △41,021

株主資本合計 1,314,913 918,189

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △5,422 2,952

その他の包括利益累計額合計 △5,422 2,952

純資産合計 1,309,490 921,141

負債純資産合計 10,830,243 8,741,734



（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 3,729,238 3,126,220

売上原価 2,803,430 2,486,500

売上総利益 925,807 639,720

販売費及び一般管理費 1,054,235 1,147,723

営業損失（△） △128,427 △508,002

営業外収益   

受取利息 114 150

受取配当金 4,020 4,073

不動産賃貸料 5,097 4,798

その他 7,890 7,314

営業外収益合計 17,122 16,336

営業外費用   

支払利息 45,455 47,344

支払手数料 18,547 －

その他 7,674 5,970

営業外費用合計 71,677 53,314

経常損失（△） △182,982 △544,980

特別損失   

固定資産除却損 － 23

投資有価証券評価損 28,588 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,983 －

特別損失合計 36,572 23

税金等調整前四半期純損失（△） △219,555 △545,004

法人税、住民税及び事業税 5,742 5,586

法人税等調整額 △18,297 △180,848

法人税等合計 △12,555 △175,261

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △206,999 △369,742

四半期純損失（△） △206,999 △369,742



（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（△） △206,999 △369,742

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △29,552 8,374

その他の包括利益合計 △29,552 8,374

四半期包括利益 △236,552 △361,367

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △236,552 △361,367



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）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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