
  

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 

  

２．配当の状況 
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  (百万円未満切捨て)

（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  1,586  21.8 △279 － △299  － △220 －

24年３月期第１四半期  1,302  14.8 △360 － △379  － △242 －

（注）包括利益 25年３月期第１四半期 △229百万円（ ％） －   24年３月期第１四半期 △240百万円 （ ％） －

  
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 △24.49 －

24年３月期第１四半期 △27.01 －

  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  10,605  1,201  11.3  133.66

24年３月期  11,818  1,458  12.3  162.17

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 1,201百万円   24年３月期 1,458百万円 

  
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 － 3.00  3.00

25年３月期  －     
25年３月期（予想）   0.00 － 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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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）  3,600  15.2 △590 － △630 －  △490  － △54.49

通期  10,900  5.3  260  25.5  170  27.7  200  30.5  22.24

（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 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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） 25年３月期１Ｑ 9,050,000株 24年３月期 9,050,000株

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 58,267株 24年３月期 58,267株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 8,991,733株 24年３月期１Ｑ 8,993,690株

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。

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。
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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、復興需要等の影響により緩やかな回復傾向にあるものの、デ

フレ状態のもと、原子力災害や電力供給の制約、欧州政府債務危機を背景にした世界経済の下振れリスク等も存在

し、依然として厳しい状況が続きました。 

 このような経済環境のもと、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。この結果、売上高は15億８千６百万円となり、前年同累計期間と比べ

21.8％増加しました。これは、主に交通システム機器部門の一部計画が前倒しになったことによります。 

 損益面につきましては、営業損失は２億７千９百万円（前年同累計期間は３億６千万円の損失）、経常損失は２

億９千９百万円（同３億７千９百万円の損失）、四半期純損失は２億２千万円（同２億４千２百万円の損失）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１四半期連結会計期間末における総資産は106億５百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億１千３百万

円減少いたしました。これは主に受取手形及び売掛金の減少20億９千万円、現金及び預金の増加５億７千３百万

円、仕掛品の増加２億４千２百万円等によるものです。 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は94億３百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億５千６百万円減

少いたしました。これは主に支払手形及び買掛金の減少５億６千８百万円、短期借入金の減少３億６千万円、賞与

引当金の増加８千４百万円等によるものです。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は12億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億５千６百万円

減少いたしました。これは主に利益剰余金の減少２億４千７百万円等によるものです。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間及び通期予想につきましては、平成24年５月15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。   

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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 1,965,577 2,539,132

受取手形及び売掛金 4,829,936 2,739,061

商品及び製品 438,596 461,845

仕掛品 507,181 749,772

原材料及び貯蔵品 746,091 734,755

その他 336,431 462,536

流動資産合計 8,823,816 7,687,102

固定資産   

有形固定資産 2,300,435 2,234,265

無形固定資産 19,366 18,267

投資その他の資産 675,022 665,914

固定資産合計 2,994,824 2,918,446

資産合計 11,818,640 10,605,549

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,363,535 1,795,329

短期借入金 4,340,500 3,980,500

未払法人税等 17,327 9,842

賞与引当金 100,283 184,846

その他 574,955 480,146

流動負債合計 7,396,603 6,450,666

固定負債   

長期借入金 68,000 116,000

退職給付引当金 2,110,040 2,091,370

役員退職慰労引当金 144,937 128,800

資産除去債務 23,251 23,651

その他 617,656 593,198

固定負債合計 2,963,885 2,953,021

負債合計 10,360,488 9,403,687

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 59,031 △188,168

自己株式 △41,359 △41,359

株主資本合計 1,440,796 1,193,596

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 17,355 8,265

その他の包括利益累計額合計 17,355 8,265

純資産合計 1,458,152 1,201,862

負債純資産合計 11,818,640 10,605,549
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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 1,302,384 1,586,655

売上原価 1,070,920 1,284,638

売上総利益 231,463 302,016

販売費及び一般管理費 592,166 581,578

営業損失（△） △360,702 △279,561

営業外収益   

受取利息 22 28

受取配当金 3,937 3,415

不動産賃貸料 2,548 2,100

その他 3,045 2,680

営業外収益合計 9,554 8,225

営業外費用   

支払利息 25,306 26,014

その他 2,788 2,616

営業外費用合計 28,094 28,631

経常損失（△） △379,243 △299,967

特別損失   

固定資産除却損 23 117

特別損失合計 23 117

税金等調整前四半期純損失（△） △379,267 △300,085

法人税、住民税及び事業税 2,643 6,790

法人税等調整額 △138,985 △86,650

法人税等合計 △136,341 △79,860

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △242,925 △220,224

四半期純損失（△） △242,925 △220,224
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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（△） △242,925 △220,224

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,594 △9,090

その他の包括利益合計 2,594 △9,090

四半期包括利益 △240,330 △229,314

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △240,330 △229,314
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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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