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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第３四半期の業績（平成23年４月１日～平成23年12月31日）

（１）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３四半期 4,997 ― 97 ― 103 ― 122 ―

23年３月期第３四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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３四半期 8.88 ―

23年３月期第３四半期 ― ―

※当社は平成23年３月期第３四半期は連結業績を開示しておりましたが、当第１四半期より非連結での業績を開示し

ております。そのため、平成23年３月期第３四半期の経営成績(累計)及び対前年同四半期増減率については記載し

ておりません。

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第３四半期 5,142 2,781 54.1

23年３月期 5,978 2,763 46.2

(参考) 自己資本 24年３月期第３四半期 2,781百万円 23年３月期 2,763百万円

２．配当の状況

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 ― ― ― 5.00 5.00

24年３月期 ― ― ―

24年３月期(予想) 3.00 3.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

３．平成24年３月期の業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）

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 6,700 △6.8 170 △51.1 160 △55.3 150 18.8 10.90

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無



  

   
  

   
  

   
  
  

 

   

 

４．その他

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 有

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 無

 ④ 修正再表示 ： 無

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期３Ｑ 14,250,000株 23年３月期 14,250,000株

② 期末自己株式数 24年３月期３Ｑ 490,176株 23年３月期 489,680株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期３Ｑ 13,760,012株 23年３月期３Ｑ 13,761,922株

※ 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が実
施中です。

※ 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、添付
資料P３「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

・当社は、前事業年度に唯一の連結子会社でありました上海森尾電器有限公司の解散決議を行い第１四半
期会計期間において清算結了いたしており、第１四半期会計期間において連結財務諸表非作成会社とな
りました。
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による生産活動の停滞から緩や

かな回復基調にあるものの、タイ洪水被害によるサプライチェーンの混乱や歴史的な円高の長期化、

欧州財政危機による世界経済の減速等、依然として景気の先行きは不透明な状況で推移しました。 

このような経営環境のもと、当社は積極的な受注活動を展開した結果、当第３四半期累計期間のう

ち、売上高は49億97百万円となり、受注高は48億41百万円となりました。 

セグメント別業況は、次のとおりであります。  

［鉄道関連事業］  

主力の鉄道関連事業につきましては、新幹線車両及び国内通勤近郊電車等の車両需要が一巡したこ

とに伴い、売上高は41億81百万円となり、受注高も38億62百万円となりました。 

［自動車関連事業］  

自動車関連事業につきましては、各高速道路会社等に対し車載標識車を中心とする受注活動を積極

的に展開した結果、売上高は６億５百万円となり、受注高は７億19百万円となりました。 

［船舶等関連事業］  

船舶等関連事業につきましては、防衛省関連等への出荷が一巡し、売上高は１億41百万円となりま

したが、受注高は２億59百万円となりました。 

［不動産関連事業］  

不動産関連事業につきましては、各賃貸マンションが安定的な売上を維持しており、売上高は68百

万円となりました。 

収益面につきましては、当第３四半期累計期間の営業利益は97百万円、経常利益は１億３百万円と

なりました。また、繰延税金資産計上等の影響もあり、当第３四半期累計期間の四半期純利益は１億

22百万円となりました。 

なお、当社は、前第３四半期連結累計期間では四半期連結財務諸表を作成しておりましたが、平成

23年６月17日付で連結子会社上海森尾電器有限公司が清算結了したため、前第３四半期累計期間との

比較は行っておりません。 

  

① 資産 

当第３四半期会計期間末における流動資産は、前事業年度末に比べ４億73百万円減少し、33億55

百万円となりました。これは、主として受取手形及び売掛金が３億74百万円減少、たな卸資産が１

億64百万円減少したこと等によります。 

当第３四半期会計期間末における固定資産は、前事業年度末に比べ３億62百万円減少し、17億87

百万円となりました。これは、主として投資有価証券が53百万円減少し、投資その他の資産のその

他のうち、上海森尾電器有限公司の清算に伴い関係会社出資金が２億74百万円減少したこと等によ

ります。 

この結果、当第３四半期会計期間末における総資産は、51億42百万円となり、前事業年度末に比

べ８億36百万円の減少となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報
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② 負債 

当第３四半期会計期間末における流動負債は、前事業年度末に比べ６億82百万円減少し、18億48

百万円となりました。これは、主として支払手形及び買掛金が２億60百万円減少、短期借入金が１

億40百万円減少、未払法人税等が１億51百万円減少、上海森尾電器有限公司の清算により前事業年

度に計上した清算損失引当金が75百万円減少したこと等によります。 

当第３四半期会計期間末における固定負債は、前事業年度末に比べ１億71百万円減少し、５億13

百万円となりました。これは、主として長期借入金が１億35百万円減少したこと等によります。 

この結果、当第３四半期会計期間末における負債合計は23億61百万円となり、前事業年度末に比

べ８億53百万円の減少となりました。 

③ 純資産 

当第３四半期会計期間末における株主資本は、前事業年度末に比べ53百万円増加し、27億８百万

円となりました。これは、利益剰余金が53百万円増加したこと等によります。 

当第３四半期会計期間末における評価・換算差額等は、前事業年度末に比べ35百万円減少し、72

百万円となりました。これは、その他有価証券評価差額金が35百万円減少したことによります。 

この結果、当第３四半期会計期間末における純資産合計は27億81百万円となり、前事業年度末に

比べ17百万円の増加となりました。 

  

現時点においては、平成23年８月５日に公表いたしました通期業績予想に変更はありません。 

今後、修正が必要と判断される場合には速やかに開示いたします。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（３）業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

  

(会計方針の変更) 

当社における、商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品の評価方法は、従来、主として 終仕入原

価法によっておりましたが、新会計システムの導入を行ったことを機に、より期間損益計算の適正化を

図ることを目的として、第１四半期会計期間から商品及び製品、仕掛品は個別法に、原材料及び貯蔵品

は総平均法に変更しております。当該会計方針の変更は、システムの対応が不可能なため、前事業年度

末の商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品の帳簿価額を当事業年度の期首残高として、期首から将

来にわたり個別法、総平均法を適用しております。 

これにより、従来の方法と比べて、当第３四半期会計期間末における商品及び製品、仕掛品、原材料

及び貯蔵品が1,197千円減少し、当第３四半期累計期間の売上原価が同額増加しており、その結果、営

業利益、経常利益及び税引前四半期純利益が同額減少しております。 

  

  

(追加情報) 

第１四半期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。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）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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３．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 638,562 666,530

受取手形及び売掛金 1,653,191 1,279,076

商品及び製品 206,152 271,796

仕掛品 894,079 636,468

原材料及び貯蔵品 421,186 449,035

繰延税金資産 － 28,530

その他 15,996 24,195

流動資産合計 3,829,168 3,355,632

固定資産

有形固定資産

建物 1,943,837 1,954,327

減価償却累計額 △862,278 △909,497

建物（純額） 1,081,558 1,044,829

土地 38,109 38,109

その他 537,207 556,986

減価償却累計額 △414,808 △420,866

その他（純額） 122,398 136,120

有形固定資産合計 1,242,067 1,219,059

無形固定資産 49,457 37,937

投資その他の資産

投資有価証券 513,131 460,070

その他 348,657 73,641

貸倒引当金 △3,600 △3,600

投資その他の資産合計 858,188 530,111

固定資産合計 2,149,714 1,787,109

資産合計 5,978,882 5,142,741
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(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,554,789 1,294,278

短期借入金 240,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 213,607 188,616

未払法人税等 154,448 3,344

賞与引当金 130,000 68,000

役員賞与引当金 18,000 －

清算損失引当金 75,577 －

その他 145,049 194,323

流動負債合計 2,531,471 1,848,562

固定負債

長期借入金 517,350 382,152

繰延税金負債 55,701 38,121

退職給付引当金 1,417 －

その他 109,720 92,841

固定負債合計 684,188 513,115

負債合計 3,215,660 2,361,678

純資産の部

株主資本

資本金 1,048,500 1,048,500

資本剰余金 897,272 897,272

利益剰余金 779,397 832,777

自己株式 △69,546 △69,604

株主資本合計 2,655,624 2,708,946

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 107,598 72,116

評価・換算差額等合計 107,598 72,116

純資産合計 2,763,222 2,781,063

負債純資産合計 5,978,882 5,142,741
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（２）四半期損益計算書
第３四半期累計期間

(単位：千円)

当第３四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 4,997,130

売上原価 4,168,310

売上総利益 828,819

販売費及び一般管理費 731,569

営業利益 97,250

営業外収益

受取利息 200

受取配当金 9,402

雑収入 10,238

営業外収益合計 19,840

営業外費用

支払利息 13,128

雑損失 2

営業外費用合計 13,131

経常利益 103,960

特別損失

固定資産除却損 0

子会社清算損 5,367

ゴルフ会員権評価損 600

特別損失合計 5,967

税引前四半期純利益 97,992

法人税、住民税及び事業税 4,341

法人税等調整額 △28,530

法人税等合計 △24,189

四半期純利益 122,181
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当第３四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

当第３四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

 
(注) １. セグメント利益の調整額△119,835千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△119,835千円が

含まれております。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であります。 

２. セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益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 

当第３四半期累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変動及

び重要な負ののれん発生益の認識はありません。 

  

  

当第３四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日) 

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）セグメント情報等

(単位：千円)

鉄道 
関連事業

自動車
関連事業

船舶等
関連事業

不動産
関連事業

合計
調整額 
(注)1

四半期
損益計算書
計上額

売上高

  外部顧客への売上高 4,181,636 605,699 141,576 68,218 4,997,130 ― 4,997,130

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 4,181,636 605,699 141,576 68,218 4,997,130 ― 4,997,130

セグメント利益 123,245 614 51,669 41,556 217,085 △119,835 97,250

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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当第３四半期累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

 
(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。 

  

当第３四半期累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四半期累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １  主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

以上

４．補足情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

鉄道関連事業 4,075,740 ―

自動車関連事業 574,455 ―

船舶等関連事業 136,889 ―

合計 4,787,085 ―

(2) 受注実績

セグメントの名称 受注高(千円) 前年同四半期比(％) 受注残高(千円) 前年同四半期比(％)

鉄道関連事業 3,862,091 ― 6,025,975 ―

自動車関連事業 719,253 ― 283,882 ―

船舶等関連事業 259,781 ― 257,179 ―

合計 4,841,126 ― 6,567,037 ―

(3) 販売実績

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

鉄道関連事業 4,181,636 ―

自動車関連事業 605,699 ―

船舶等関連事業 141,576 ―

不動産関連事業 68,218 ―

合計 4,997,130 ―

相手先

前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

三菱電機㈱ ― ― 964,547 19.3

東海旅客鉄道㈱ ― ― 962,049 19.3

東日本旅客鉄道㈱ ― ― 644,758 12.9
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