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1.  平成24年12月期第1四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年3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12月期第1四半期 529 △8.9 △21 ― △14 ― △10 ―
23年12月期第1四半期 580 33.5 △17 ― 6 ― 0 ―

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 △9百万円 （―％） 23年12月期第1四半期 △22百万円 （―％）

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12月期第1四半期 △6.82 ―
23年12月期第1四半期 0.27 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第1四半期 5,703 4,607 80.8
23年12月期 5,658 4,655 82.3
（参考） 自己資本   24年12月期第1四半期  4,607百万円 23年12月期  4,655百万円

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12月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00
24年12月期 ―
24年12月期（予想） 0.00 ― 25.00 25.00

3.  平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24年12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) 959 5.1 △53 ― △41 ― △41 ― △26.77
通期 2,424 26.4 12 ― 28 ― 19 ― 12.57



(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、四半期財務諸表に対する四
半期レビュー手続は完了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであります。実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる
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12月期1Q 1,539,600 株 23年12月期 1,539,600 株
② 期末自己株式数 24年12月期1Q 293 株 23年12月期 293 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 1,539,307 株 23年12月期1Q 1,539,436 株
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（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わが国経済は、東日本大震災による景気停滞から好転の兆しが見え始めたこ

とに加え、歴史的な円高水準が是正されたこと等により回復の動きが見られましたが、欧州債務不安に伴う世界的

な景気下振れリスクが依然としてあり、景気の先行きは不透明な状態で推移いたしました。  

 当社グループの関連市場である路線バス業界においては、バス事業者の設備投資が抑えられる傾向はあるもの

の、地方における非接触ＩＣカードシステム導入に伴う運賃箱の改修及び代替投資等を中心に推移しました。 

 このような状況のもとで当社グループは、地方における非接触ＩＣカードシステム導入に伴う設備投資案件の取

り込みを行うだけでなく、「バス統合管理システム」の拡販を推進し、積極的な営業活動により当社製品のシェア

拡大に努めてまいりました。 

 しかしながら、地方のバス事業者において設備投資計画が延期・縮小基調で推移したことにより、業績は低調に

推移いたしました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は 千円（前年同四半期比 ％減）、営業損失は

千円（前年同四半期は 千円の営業損失）、経常損失は 千円（前年同四半期は 千円の経常利

益）、四半期純損失は 千円（前年同四半期は 千円の四半期純利益）となりました。 

   

（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流動資産は、前連結会計年度末に比べて 千円増加し、 千円とな

りました。これは主に、現金及び預金が 千円減少いたしましたが、仕掛品の増加 千円、受取手形及

び売掛金の増加 千円等の影響により、 千円の増加となっております。 

  当第１四半期連結会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末に比べて 千円減少し、 千円となり

ました。これは主に、投資有価証券が 千円増加いたしましたが、その他の有形固定資産の減少 千円、

機械装置及び運搬具の減少 千円等の影響により、 千円の減少となっております。 

 当第１四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて 千円増加し、 千円となり

ました。これは主に、支払手形及び買掛金が 千円増加したことによるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末に比べて 千円減少し、 千円となりまし

た。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて 千円減少し、 千円となりました。これは主に、剰余金の

配当 千円及び四半期純損失 千円を計上したことによるものであります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 現時点での平成24年12月期の業績見通しにつきましては、平成24年２月14日に決算短信で公表した内容から変更

ありません。なお、業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際

の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

   

   

（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・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

529,184 8.9 21,082

17,962 14,511 6,808

10,492 416

52,652 4,184,573

189,289 129,733

99,075 52,652

7,723 1,518,830

13,263 12,144

3,944 7,723

92,979 815,276

46,720

391 280,601

47,660 4,607,525

38,482 10,492

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（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12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,256,318 1,067,028

受取手形及び売掛金 557,682 656,758

有価証券 1,854,607 1,874,351

商品及び製品 958 2,430

仕掛品 140,872 270,606

原材料及び貯蔵品 214,336 194,692

繰延税金資産 79,085 92,741

未収還付法人税等 11,180 10,718

その他 21,380 20,546

貸倒引当金 △4,500 △5,300

流動資産合計 4,131,921 4,184,573

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 173,777 169,918

機械装置及び運搬具（純額） 5,773 1,829

土地 238,226 238,226

その他（純額） 31,172 19,027

有形固定資産合計 448,950 429,002

無形固定資産   

その他 21,605 19,634

無形固定資産合計 21,605 19,634

投資その他の資産   

投資有価証券 734,886 748,149

繰延税金資産 44,490 42,461

その他 301,084 304,046

貸倒引当金 △24,463 △24,463

投資その他の資産合計 1,055,997 1,070,193

固定資産合計 1,526,554 1,518,830

資産合計 5,658,475 5,703,403
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 337,939 384,660

短期借入金 120,000 120,000

賞与引当金 23,425 51,207

製品保証引当金 157,692 155,824

その他 83,240 103,584

流動負債合計 722,296 815,276

固定負債   

退職給付引当金 144,461 150,322

役員退職慰労引当金 136,411 130,159

その他 120 120

固定負債合計 280,993 280,601

負債合計 1,003,290 1,095,878

純資産の部   

株主資本   

資本金 319,250 319,250

資本剰余金 299,250 299,250

利益剰余金 4,011,762 3,962,787

自己株式 △276 △276

株主資本合計 4,629,986 4,581,011

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 25,199 26,514

その他の包括利益累計額合計 25,199 26,514

純資産合計 4,655,185 4,607,525

負債純資産合計 5,658,475 5,703,403
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 580,575 529,184

売上原価 438,067 374,321

売上総利益 142,508 154,862

販売費及び一般管理費 160,470 175,945

営業損失（△） △17,962 △21,082

営業外収益   

受取利息 4,036 3,708

受取配当金 2,340 3,102

受取保険料 17,690 －

助成金収入 1,935 －

その他 1,478 560

営業外収益合計 27,481 7,371

営業外費用   

支払利息 369 337

売上割引 1,088 463

リース解約損 1,200 －

その他 52 －

営業外費用合計 2,710 800

経常利益又は経常損失（△） 6,808 △14,511

特別利益   

固定資産売却益 200 －

貸倒引当金戻入額 1,200 －

特別利益合計 1,400 －

特別損失   

固定資産売却損 145 －

固定資産除却損 7 20

減損損失 － 6,209

特別損失合計 153 6,229

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（△）

8,055 △20,741

法人税、住民税及び事業税 20,636 2,094

法人税等調整額 △12,997 △12,343

法人税等合計 7,638 △10,249

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

416 △10,492

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 416 △10,492
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

416 △10,492

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △22,939 1,314

その他の包括利益合計 △22,939 1,314

四半期包括利益 △22,522 △9,177

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △22,522 △9,177

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 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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