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

25年3月期第1四半期 1,928 △15.2 7 ― 3 ― △39 ―
24年3月期第1四半期 2,273 13.4 △33 ― △25 ― △40 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △103百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △96百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △0.63 ―
24年3月期第1四半期 △0.65 ―

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

25年3月期第1四半期 13,964 6,538 45.5 101.83
24年3月期 13,980 6,707 46.7 104.26
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  6,359百万円 24年3月期  6,530百万円

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25年３月期の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

24年3月期 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
25年3月期 0.00
25年3月期（予想） 0.00 0.00 ― ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 10,000 △9.5 100 △65.9 100 △66.4 20 △73.3 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手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対
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、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。 

※  注記事項

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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 64,741,955 株 24年3月期 64,741,955 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 2,291,664 株 24年3月期 2,291,438 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 62,450,461 株 24年3月期1Q 62,753,938 株
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当第１四半期におけるわが国経済は、復興需要等があるものの、電力問題や円高の加速により足踏み状

態が続き、先行きは不透明な状況にあります。世界経済も欧州の債務問題の長期化、中国の成長の減速な

ど、全体的に不安定な状態にあります。設備投資の需要も依然として低迷は続き、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、コンベヤ関連の受注、立駐のメンテナンスは堅調に推移しまし

たが、コンベヤ設備や立駐本体の納入等が減少したことにより、受注高は17億34百万円(前年同期比7.5％

増）、売上高は19億28百万円（前年同期比15.2％減）となりました。損益面につきましては、売上高が減

少し、厳しい受注採算の案件もありましたが、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

た結果、前年同期に比べ改善し、営業利益は7百万円（前年同期営業損失33百万円）、経常利益は3百万円

（前年同期経常損失25百万円）、四半期純損失は39百万円（前年同期純損失40百万円）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、国内製鉄所や資源関連向けコンベヤ設備、海外プラント向け設備、保守部品の受

注、納入があり、受注高は8億81百万円(前年同期比39.6％増）となりましたが、輸出案件の納入が前期に

比べ減少したこと等により、売上高は8億96百万円(前年同期比16.4％減)、セグメント利益は5百万円(前

年同期比89.2％減)となりました 

  
  

〔立体駐車装置関連〕 

 立体駐車装置関連では、本体設備の売上があり、安定的なメンテナンスは堅調に推移しましたが、受注

高は8億53百万円(前年同期比12.9％減）、売上高は10億32百万円(前年同期比14.2％減)、セグメント利益

は78百万円(前年同期セグメント損失6百万円)となりました。 

  

  当第１四半期の総資産は、前期と比較して15百万円減少の13億96百万円となりました。これは主に、現

金及び預金が57百万円、仕掛品が2億円増加しましたが、受取手形及び売掛金が61百万円、その他流動資

産が2億11百万円減少したことによるものです。負債は、前期と比較して1億53百万円増加の74億26百万円

となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が4億32百万円減少しましたが、短期借入金が4億58百万

円、前受金が1億41百万円増加したことによるものです。純資産は、前期と比較して1億69百万円減少の65

億38百万円となりました。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1億1百万

円、その他有価証券評価差額金が69百万円減少したことによるものです。 

  

国内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が、それらの要

因による業績の変動は現時点では想定されないことから、平成24年５月15日発表の当期の業績予想に変更

はありません。 

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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該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

（会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更） 
当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以降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。 
これによる、当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

  

  

２．サマリー情報(注記事項)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

日本コンベヤ(株) (6375) 平成25年３月期 第１四半期決算短信 

- 3 -



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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,267,602 5,324,754

受取手形及び売掛金 3,211,662 3,150,178

有価証券 310,489 264,915

仕掛品 1,387,858 1,588,240

原材料及び貯蔵品 367,413 399,919

その他 581,167 369,354

貸倒引当金 △14,235 △14,581

流動資産合計 11,111,959 11,082,781

固定資産   

有形固定資産 1,332,181 1,322,075

無形固定資産   

のれん 234,760 220,087

その他 95,934 103,829

無形固定資産合計 330,694 323,917

投資その他の資産   

投資有価証券 916,135 952,109

その他 383,911 379,184

貸倒引当金 △94,822 △95,364

投資その他の資産合計 1,205,225 1,235,930

固定資産合計 2,868,101 2,881,922

資産合計 13,980,060 13,964,704

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,591,177 2,158,499

短期借入金 658,260 1,116,580

未払法人税等 80,647 9,209

前受金 1,140,359 1,282,183

賞与引当金 134,701 50,275

完成工事補償引当金 79,644 77,144

工事損失引当金 183,800 184,500

その他 231,671 467,350

流動負債合計 5,100,261 5,345,742

固定負債   

長期借入金 931,740 860,100

退職給付引当金 590,880 609,243

その他 649,996 611,442

固定負債合計 2,172,617 2,080,785

負債合計 7,272,878 7,426,528
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６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 1,241,045 1,241,045

利益剰余金 1,385,014 1,283,314

自己株式 △187,475 △187,492

株主資本合計 6,289,616 6,187,899

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 166,775 97,370

土地再評価差額金 74,159 74,159

その他の包括利益累計額合計 240,935 171,530

少数株主持分 176,629 178,745

純資産合計 6,707,181 6,538,176

負債純資産合計 13,980,060 13,964,704
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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４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

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

売上高 2,273,871 1,928,470

売上原価 1,983,450 1,570,816

売上総利益 290,420 357,653

販売費及び一般管理費 324,182 349,665

営業利益又は営業損失（△） △33,761 7,987

営業外収益   

受取利息 227 447

受取配当金 14,387 12,074

有価証券売却益 613 944

受取保険金 6,229 －

その他 3,242 1,410

営業外収益合計 24,699 14,876

営業外費用   

支払利息 10,224 13,224

支払手数料 1,761 35

為替差損 2,167 5,536

その他 2,695 332

営業外費用合計 16,848 19,129

経常利益又は経常損失（△） △25,910 3,735

特別損失   

固定資産処分損 93 －

特別損失合計 93 －

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（△）

△26,004 3,735

法人税等 17,520 37,368

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △43,524 △33,632

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,657 5,616

四半期純損失（△） △40,867 △39,249
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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４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

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

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △43,524 △33,632

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △53,358 △69,404

その他の包括利益合計 △53,358 △69,404

四半期包括利益 △96,883 △103,037

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △94,226 △108,653

少数株主に係る四半期包括利益 △2,657 5,616
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該当事項なし 
  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(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 セグメント損失の調整額△75,060千円は、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１四半期連結累計期間(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 「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 セグメント利益の調整額△75,635千円は、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 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２  報告セグメントの変更等に関する事項 

 法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、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。 

 これによる、セグメント利益に与える影響はありません。 
  

該当事項なし 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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 1,071,676 1,202,195 2,273,871 ― 2,273,871 ― 2,273,871

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

182,249 ― 182,249 ― 182,249 △182,249 ―

計 1,253,926 1,202,195 2,456,121 ― 2,456,121 △182,249 2,273,871

セグメント利益又は損失(△) 47,343 △6,045 41,298 ― 41,298 △75,060 △33,761

(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 896,361 1,032,108 1,928,470 ― 1,928,470 ― 1,928,470

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

212,984 ― 212,984 ― 212,984 △212,984 ―

計 1,109,346 1,032,108 2,141,455 ― 2,141,455 △212,984 1,928,470

セグメント利益 5,109 78,514 83,623 ― 83,623 △75,635 7,987

（５）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 896,361 △16.4

立体駐車装置関連 1,032,108 △14.2

合計 1,928,470 △15.2

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 881,012 39.6 3,740,336 △8.8

立体駐車装置関連 853,604 △12.9 4,668,363 △24.6

合計 1,734,616 7.5 8,408,699 △18.3
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