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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の業績（平成24年４月１日～平成24年９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２四半期 3,205 △10.8 115 △28.7 120 △27.9 91 △53.6
24年３月期第２四半期 3,593 ― 162 ― 166 ― 197 ―

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２四半期 6.66 ―
24年３月期第２四半期 14.35 ―

（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２四半期 5,874 2,799 47.7

24年３月期 5,601 2,781 49.7

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 2,799百万円 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

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方法の変更を行っており、「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２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 13,759,165株 24年３月期２Ｑ 13,760,093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２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要等を背景として緩やか

な回復基調にあるものの、欧州債務危機に端を発した世界経済の落ち込みや、株安、円高の長期化等

により、依然として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２四半期累計期間のう

ち、売上高は下期納期予定製品の繰上げ出荷等の増加要因があったものの、32億５百万円（前年同四

半期比３億88百万円、10.8％減）、受注高は30億78百万円（前年同四半期比９億74百万円、24.0％

減）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、主に新幹線等の車両需要が一巡したことに伴い、売上高は26

億36百万円（前年同四半期比５億７百万円、16.1％減）となり、受注高は20億85百万円（前年同四半

期比12億41百万円、37.3％減）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３億93百万円（前年同四半期比95百万円、32.3％増）となり、受注高は

７億34百万円（前年同四半期比２億13百万円、40.8％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１億32百万円（前年同

四半期比25百万円、23.7％増）となり、受注高は２億58百万円（前年同四半期比54百万円、26.5％

増）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、本社再開発に伴う本社建物の解体等により一部賃貸収入が減少し

たため、売上高は43百万円（前年同四半期比２百万円、5.4％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、製造コスト及び固定費の削減効果等があったもの

の、当第２四半期累計期間の営業利益は１億15百万円(前年同四半期比46百万円、28.7％減)、経常利

益は１億20百万円(前年同四半期比46百万円、27.9％減)となり、四半期純利益は91百万円(前年同四

半期比１億５百万円、53.6％減)となりました。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第２四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２億82百万円増加し、41億43

百万円となりました。これは、主として現金及び預金が97百万円増加、受取手形及び売掛金が１億

62百万円増加したこと等によります。 

当第２四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９百万円減少し、17億31百万

円となりました。これは、主として投資有価証券が39百万円減少したものの、基幹システムのソフ

トウエア改良等のため無形固定資産が69百万円増加したこと等によります。 

この結果、当第２四半期会計期間末における総資産は、58億74百万円となり、前事業年度末に比

べ２億72百万円の増加となりました。 

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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（負債） 

当第２四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２億11百万円増加し、25億58

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１億75百万円増加、短期借入金が50

百万円増加したこと等によります。 

当第２四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43百万円増加し、５億16百万

円となりました。これは、主として長期借入金が11百万円減少したものの、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２四半期会計期間末における負債合計は30億75百万円となり、前事業年度末に比

べ２億54百万円の増加となりました。 

（純資産） 

当第２四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50百万円増加し、27億25百万

円となりました。これは、利益剰余金が50百万円増加したこと等によります。 

当第２四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32百万円減少し、74

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32百万円減少したことによります。 

この結果、当第２四半期会計期間末における純資産合計は27億99百万円となり、前事業年度末に

比べ18百万円の増加となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況の分析 

当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事

業年度末に比べ97百万円増加し、５億16百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は１億５百万円（前年同四半期は49百万円の獲得）となりました。

この主な要因は、収入については、税引前四半期純利益１億16百万円、減価償却費64百万円、仕入

債務の増加額１億75百万円等であり、支出については、売上債権の増加額１億62百万円等により、

キャッシュ・フローが増加したことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は10百万円（前年同四半期は１億58百万円の獲得）となりました。

この主な要因は、支出について、有形固定資産の取得による支出８百万円等により、キャッシュ・

フローが減少したことによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は１百万円（前年同四半期は１億24百万円の使用）となりました。

この主な要因は、収入については、短期借入金の純増加額50百万円、長期借入れによる収入１億円

であり、支出については、長期借入金の返済による支出91百万円等により、キャッシュ・フローが

増加したことによります。 

  

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、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、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益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２四半期会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 659,573 756,811

受取手形及び売掛金 1,627,967 1,790,189

商品及び製品 320,212 181,512

仕掛品 710,256 860,888

原材料及び貯蔵品 463,653 500,107

繰延税金資産 55,309 49,917

その他 24,075 4,114

流動資産合計 3,861,048 4,143,541

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 △791,149

建物（純額） 957,215 925,952

土地 38,340 38,340

その他 536,281 535,737

減価償却累計額 △403,741 △407,979

その他（純額） 132,539 127,758

有形固定資産合計 1,128,095 1,092,051

無形固定資産 37,808 107,426

投資その他の資産

投資有価証券 501,182 461,949

その他 77,321 73,322

貸倒引当金 △3,600 △3,600

投資その他の資産合計 574,903 531,672

固定資産合計 1,740,807 1,731,149

資産合計 5,601,856 5,874,691
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(単位：千円)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,456,328 1,632,311

短期借入金 350,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 180,264 199,668

未払法人税等 6,888 23,375

賞与引当金 136,000 124,000

役員賞与引当金 10,000 －

資産撤去引当金 28,140 －

その他 179,521 179,288

流動負債合計 2,347,142 2,558,643

固定負債

長期借入金 337,086 325,883

繰延税金負債 44,682 37,689

その他 91,450 152,915

固定負債合計 473,219 516,488

負債合計 2,820,362 3,075,132

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 798,699 849,055

自己株式 △69,646 △69,696

株主資本合計 2,674,826 2,725,131

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 106,667 74,427

評価・換算差額等合計 106,667 74,427

純資産合計 2,781,494 2,799,559

負債純資産合計 5,601,856 5,874,691
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（２）四半期損益計算書
第２四半期累計期間

(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 3,593,722 3,205,200

売上原価 2,941,942 2,624,373

売上総利益 651,780 580,827

販売費及び一般管理費 489,298 465,045

営業利益 162,482 115,782

営業外収益

受取利息 200 96

受取配当金 5,351 6,046

雑収入 7,287 6,513

営業外収益合計 12,839 12,656

営業外費用

支払利息 8,871 8,364

雑損失 1 1

営業外費用合計 8,873 8,366

経常利益 166,447 120,072

特別損失

固定資産除却損 0 103

ゴルフ会員権評価損 600 3,863

子会社清算損 5,367 －

特別損失合計 5,967 3,966

税引前四半期純利益 160,480 116,105

法人税、住民税及び事業税 19,997 19,079

法人税等調整額 △56,960 5,392

法人税等合計 △36,963 24,471

四半期純利益 197,443 91,634
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 160,480 116,105

減価償却費 65,021 64,637

固定資産除売却損益（△は益） 0 103

ゴルフ会員権評価損 600 3,863

子会社清算損益（△は益） 5,367 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,000 △12,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18,000 △10,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,417 －

資産撤去引当金の増減額(△は減少) － △28,140

受取利息及び受取配当金 △5,552 △6,142

その他の営業外損益（△は益） － △289

支払利息 8,871 8,364

売上債権の増減額（△は増加） 71,578 △162,222

たな卸資産の増減額（△は増加） 75,768 △48,386

その他の資産の増減額（△は増加） 10,433 20,530

仕入債務の増減額（△は減少） △144,882 175,982

未払消費税等の増減額（△は減少） 13,216 9,276

その他の負債の増減額（△は減少） △35,855 △16,289

小計 207,631 115,394

利息及び配当金の受取額 5,552 6,142

利息の支払額 △9,094 △8,797

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △154,561 △7,034

営業活動によるキャッシュ・フロー 49,527 105,704

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △240,000 △240,000

定期預金の払戻による収入 240,000 240,000

有形固定資産の取得による支出 △33,621 △8,289

無形固定資産の取得による支出 △1,761 △1,987

保険積立金の積立による支出 △21,555 －

保険積立金の解約による収入 9,477 －

保険積立金の払戻による収入 12,000 －

子会社の清算による収入 193,906 －

投資その他の資産の増減額（△は増加） △50 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 158,396 △10,276

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 60,000 50,000

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △110,130 △91,799

リース債務の返済による支出 △5,546 △15,386

自己株式の取得による支出 △46 △50

配当金の支払額 △68,359 △40,954

財務活動によるキャッシュ・フロー △124,082 1,809

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 83,841 97,237

現金及び現金同等物の期首残高 398,562 419,573

現金及び現金同等物の四半期末残高 482,403 516,811
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当第２四半期累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記
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Ⅰ  前第２四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９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△80,351千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△80,351千円が含

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２四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２四半期累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９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△73,539千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△73,539千円が含

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、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２四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２四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。 

（５）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 3,143,527 297,232 107,164 45,798 3,593,722 ― 3,593,722

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 3,143,527 297,232 107,164 45,798 3,593,722 ― 3,593,722

セグメント利益 158,654 12,876 43,152 28,149 242,833 △80,351 162,482

(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 2,636,094 393,202 132,586 43,316 3,205,200 ― 3,205,200

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 2,636,094 393,202 132,586 43,316 3,205,200 ― 3,205,200

セグメント利益 130,923 14,861 17,032 26,504 189,321 △73,539 115,782
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当第２四半期累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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当第２四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２四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２四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 2,372,969 △23.9

自動車関連事業 360,294 35.1

船舶等関連事業 106,666 2.7

合計 2,839,930 △18.6

(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 2,085,350 △37.3 4,802,178 △26.4

自動車関連事業 734,946 40.8 556,478 40.9

船舶等関連事業 258,253 26.5 265,731 12.6

合計 3,078,549 △24.0 5,624,388 △21.4

(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 2,636,094 △16.1

自動車関連事業 393,202 32.3

船舶等関連事業 132,586 23.7

不動産関連事業 43,316 △5.4

合計 3,205,200 △10.8

相手先

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

三菱電機㈱ 741,845 20.6 697,665 21.8

東日本旅客鉄道㈱ 474,888 13.2 476,975 14.9

東海旅客鉄道㈱ 655,722 18.3 461,520 14.4
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