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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の業績（平成24年４月１日～平成24年６月30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 ％

25年３月期第１四半期 1,461 △23.1 △4 ― 0 △99.3 8 △94.6
24年３月期第１四半期 1,900 ― 106 ― 111 ― 158 ―

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

25年３月期第１四半期 0.62 ―
24年３月期第１四半期 11.50 ―

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第１四半期 5,595 2,717 48.6
24年３月期 5,601 2,781 49.7

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 2,717百万円 24年３月期 2,781百万円

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

24年３月期 ― ― ― 3.00 3.00

25年３月期 ―

25年３月期(予想) ― ― 2.00 2.00

(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25年３月期の業績予想（平成24年４月１日～平成25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

第２四半期(累計) 3,100 △13.7 50 △69.2 50 △70.0 40 △79.7 2.91
通期 6,100 △7.7 60 △58.7 60 △60.5 50 △43.2 3.63

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無



  

   

   

   

   

   

   

 

 
 

※ 注記事項

（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 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 有

 ④ 修正再表示 ： 無

（注）第１四半期より減価償却の方法を変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別するこ
とが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料４ページ「２.サマリー情報（注記事項）に関する事
項」（2）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。

（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) 25年３月期１Ｑ 14,250,000株 24年３月期 14,250,000株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 491,049株 24年３月期 490,550株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 13,759,326株 24年３月期１Ｑ 13,760,221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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等により緩やかな回復の動き

がみられたものの、欧州債務問題の影響や世界経済の減速懸念、円高の長期化等により、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１四半期累計期間のう

ち、売上高は14億61百万円（前年同四半期比４億38百万円、23.1％減）となりましたが、受注高は13億

32百万円（前年同四半期比１億77百万円、15.4％増）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12億11百万円（前年同四半期比４億81百万円、28.4％減）となりましたが、受注高は

10億31百万円（前年同四半期比２億36百万円、29.7％増）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１億50百万円（前年同四半期比18百万円、13.9％増）となり、受注高は２億

90百万円（前年同四半期比１億12百万円、63.1％増）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を中心に、売上高は78百万円（前年同四半期

比24百万円、46.6％増）となりましたが、受注高は10百万円（前年同四半期比１億70百万円、94.3％

減）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21百万

円（前年同四半期比０百万円、3.9％減）となりました。 

収益面につきましては、厳しい価格競争のなか、引き続きコストの削減と製造原価率の改善をいたし

ましたが、売上の伸び悩みによる収益性の低下を招き、当第１四半期累計期間の営業損失は４百万円

(前年同四半期は営業利益１億６百万円)、経常利益は０百万円(前年同四半期比１億10百万円、99.3％

減)となり、四半期純利益は８百万円(前年同四半期比１億49百万円、94.6％減)となりました。 

  

①  資産 

当第１四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14百万円減少し、38億46百万円と

なりました。これは、主として現金及び預金が１億72百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が２

億４百万円減少したこと等によります。 

当第１四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７百万円増加し、17億48百万円と

なりました。これは、主として投資有価証券が41百万円減少したものの、基幹システムの更新等のため

無形固定資産が71百万円増加したこと等によります。 

この結果、当第１四半期会計期間末における総資産は、55億95百万円となり、前事業年度末に比べ６

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１四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51百万円増加し、23億98百万円と

なりました。これは、主として短期借入金が１億50百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が１億

21百万円、賞与引当金が63百万円増加したこと等によります。 

当第１四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６百万円増加し、４億79百万円と

なりました。これは、主として長期借入金が45百万円減少したものの、その他のうちリース債務が61百

万円増加したこと等によります。 

この結果、当第１四半期会計期間末における負債合計は28億78百万円となり、前事業年度末に比べ57

百万円の増加となりました。 

③  純資産 

当第１四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32百万円減少し、26億42百万円と

なりました。これは、利益剰余金が32百万円減少したこと等によります。 

当第１四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31百万円減少し、75百万

円となりました。これは、その他有価証券評価差額金が31百万円減少したことによります。 

この結果、当第１四半期会計期間末における純資産合計は27億17百万円となり、前事業年度末に比べ

64百万円の減少となりました。 

  

現時点においては、平成24年５月11日に公表いたしました第２四半期累計期間、通期業績予想に変更

はありません。 

（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。  

  

  

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形

固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

この変更に伴う、営業損失、経常利益及び税引前四半期純損失に与える影響は軽微であります。 

  

  

２．サマリー情報(注記事項)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

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
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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24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 659,573 831,882

受取手形及び売掛金 1,627,967 1,423,012

商品及び製品 320,212 233,521

仕掛品 710,256 792,638

原材料及び貯蔵品 463,653 465,721

繰延税金資産 55,309 77,052

その他 24,075 22,802

流動資産合計 3,861,048 3,846,629

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,717,101 1,717,101

減価償却累計額 △759,886 △775,519

建物（純額） 957,215 941,581

土地 38,340 38,340

その他 536,281 537,548

減価償却累計額 △403,741 △408,166

その他（純額） 132,539 129,382

有形固定資産合計 1,128,095 1,109,305

無形固定資産 37,808 109,652

投資その他の資産   

投資有価証券 501,182 459,708

その他 77,321 73,594

貸倒引当金 △3,600 △3,600

投資その他の資産合計 574,903 529,702

固定資産合計 1,740,807 1,748,660

資産合計 5,601,856 5,595,290
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,456,328 1,577,913

短期借入金 350,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 180,264 180,264

未払法人税等 6,888 12,384

賞与引当金 136,000 199,000

役員賞与引当金 10,000 10,000

資産撤去引当金 28,140 28,140

その他 179,521 191,036

流動負債合計 2,347,142 2,398,738

固定負債   

長期借入金 337,086 292,020

繰延税金負債 44,682 34,605

その他 91,450 152,649

固定負債合計 473,219 479,275

負債合計 2,820,362 2,878,013

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 798,699 765,929

自己株式 △69,646 △69,696

株主資本合計 2,674,826 2,642,005

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 106,667 75,270

評価・換算差額等合計 106,667 75,270

純資産合計 2,781,494 2,717,276

負債純資産合計 5,601,856 5,595,290
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 (2)【四半期損益計算書】 
  【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 1,900,625 1,461,769

売上原価 1,531,094 1,223,230

売上総利益 369,530 238,538

販売費及び一般管理費 263,416 243,535

営業利益又は営業損失（△） 106,114 △4,996

営業外収益   

受取配当金 5,351 6,046

雑収入 4,740 3,682

営業外収益合計 10,092 9,728

営業外費用   

支払利息 4,544 3,913

雑損失 1 0

営業外費用合計 4,545 3,914

経常利益 111,660 817

特別損失   

固定資産除却損 0 0

ゴルフ会員権評価損 － 3,663

子会社清算損 5,367 －

特別損失合計 5,367 3,663

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 106,293 △2,845

法人税、住民税及び事業税 31,284 10,389

法人税等調整額 △83,256 △21,742

法人税等合計 △51,971 △11,353

四半期純利益 158,265 8,508
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当第１四半期累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記
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Ⅰ  前第１四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30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△44,731千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△44,731千円が含

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１四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。 
  

Ⅱ  当第１四半期累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６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. セグメント利益又は損失(△)の調整額△41,222千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△

41,222千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. セグメント損失(△)は、四半期損益計算書の営業損失(△)と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、当第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に

基づく方法に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期累計期間のセグメント情報に与える影響は

軽微であります。 
  

３．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１四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。 

（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 1,692,312 132,278 53,488 22,545 1,900,625 ― 1,900,625

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 1,692,312 132,278 53,488 22,545 1,900,625 ― 1,900,625

セグメント利益 111,892 587 24,475 13,889 150,845 △44,731 106,114

(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 1,211,014 150,675 78,420 21,658 1,461,769 ― 1,461,769

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 1,211,014 150,675 78,420 21,658 1,461,769 ― 1,461,769

セグメント利益又は損失(△) △14,035 22,339 14,784 13,137 36,226 △41,222 △4,996
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当第１四半期累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（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１四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１四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１四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 1,039,383 △ 40.8

自動車関連事業 99,789 △ 31.9

船舶等関連事業 69,629 13.4

合計 1,208,802 △ 38.4

(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 1,031,828 29.7 5,173,736 △ 5.0

自動車関連事業 290,760 63.1 354,819 64.0

船舶等関連事業 10,266 △ 94.3 71,911 △ 73.0

合計 1,332,854 15.4 5,600,466 △ 5.6

(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 1,211,014 △ 28.4

自動車関連事業 150,675 13.9

船舶等関連事業 78,420 46.6

不動産関連事業 21,658 △ 3.9

合計 1,461,769 △ 23.1

相手先

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

三菱電機㈱ 271,021 14.4 414,552 28.4

東日本旅客鉄道㈱ 250,721 13.3 260,860 17.8

東海旅客鉄道㈱ 447,154 23.8 156,036 10.7
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