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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日）

（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２四半期 4,645 △3.7 △145 ― △160 ― △200 ―
24年３月期第２四半期 4,824 △19.5 △14 ― △24 ― △61 ―

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 △308百万円( ―％) 24年３月期第２四半期 △194百万円( ―％)

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２四半期 △3.22 ―
24年３月期第２四半期 △0.97 ―

（２）連結財政状態

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２四半期 12,467 6,318 49.3 98.68

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２四半期 6,142百万円 24年３月期 6,530百万円

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 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

25年３月期 0.00 0.00

25年３月期(予想) 0.00 ― ―

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

平成25年３月期の期末配当につきましては、現時点においては未定です。

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）

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

(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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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

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

（４）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 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２Ｑ 2,492,744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２Ｑ 62,421,492株 24年３月期２Ｑ 62,753,480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きが実施中です。

※ 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。
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要があるものの、海外経済の

減速、為替相場での円高の長期化等により足踏み状態となっております。欧州の債務問題や日中関係悪化

への懸念等により、全体的に不安定な状態にあります。景気の先行きは不透明な状況にあり、設備投資の

需要も大きくは改善せず、非常に厳しい状況が続きました。 

このような環境下、当社グループの受注高は39億54百万円(前年同四半期比2.5％増)となりましたが、

売上高は立駐本体の新設納入や立駐のメンテナンスは堅調に推移したものの、コンベヤ設備の納入が前年

同四半期より減少したこと等により、46億45百万円（前年同四半期比3.7％減）となりました。損益面に

つきましては、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が、立駐本体工事でのコスト

増加、コンベヤ設備についても売上高の減少により固定費の負担が増加したこと等により、営業損失は1

億45百万円（前年同四半期営業損失14百万円）、経常損失は1億60百万円（前年同四半期経常損失24百万

円）、四半期純損失は2億円（前年同四半期純損失61百万円）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、受注高は18億49百万円(前年同四半期比47.6％増）となりましたが、売上高は国内

製鉄所や資源関連向けコンベヤ設備、保守部品の納入があったものの、海外プラント向け設備の納入が前

年同四半期に比べ減少したことから、売上高は17億82百万円(前年同四半期比29.4％減)、セグメント損失

は41百万円(前年同四半期セグメント利益1億3百万円)となりました。 

  

〔立体駐車装置関連〕 

 立体駐車装置関連では、受注高は21億4百万円(前年同四半期比19.2％減)となりましたが、売上高はタ

ワー式本体や平面往復式設備の完成納入があり、安定的なメンテナンスは堅調に推移しました結果、売上

高は28億63百万円(前年同四半期比24.5％増)、セグメント利益は53百万円(前年同四半期比34.6％増)とな

りました。 

  

  当第２四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度と比較して15億12百万円減少の124億67百万円

となりました。これは主に、コンベヤ大型案件の売掛債権の入金が第３四半期以降になることにより現金

及び預金が8億99百万円、立体駐車装置の完成基準案件の売上計上により仕掛品が3億25百万円減少したこ

とによるものです。負債は、前連結会計年度と比較して11億23百万円減少の61億49百万円となりました。

これは主に、支払手形及び買掛金が7億44百万円、前受金が4億81百万円減少したことによるものです。純

資産は、前連結会計年度と比較して3億89百万円減少の63億18百万円となりました。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2億63百万円、その他有価証券評価差額金が11億3百万

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、円高長期化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、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２四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
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,267,602 4,368,416

受取手形及び売掛金 3,211,662 3,225,198

有価証券 310,489 276,849

仕掛品 1,387,858 1,062,013

原材料及び貯蔵品 367,413 365,202

その他 581,167 355,240

貸倒引当金 △14,235 △15,587

流動資産合計 11,111,959 9,637,332

固定資産   

有形固定資産 1,332,181 1,306,765

無形固定資産   

のれん 234,760 205,415

その他 95,934 117,197

無形固定資産合計 330,694 322,612

投資その他の資産   

投資有価証券 916,135 912,412

その他 383,911 383,053

貸倒引当金 △94,822 △94,962

投資その他の資産合計 1,205,225 1,200,503

固定資産合計 2,868,101 2,829,880

資産合計 13,980,060 12,467,213

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,591,177 1,846,503

短期借入金 658,260 916,580

未払法人税等 80,647 53,249

前受金 1,140,359 658,709

賞与引当金 134,701 143,194

完成工事補償引当金 79,644 97,493

工事損失引当金 183,800 198,400

その他 231,671 285,665

流動負債合計 5,100,261 4,199,795

固定負債   

長期借入金 931,740 745,120

退職給付引当金 590,880 626,025

その他 649,996 578,097

固定負債合計 2,172,617 1,949,242

負債合計 7,272,878 6,149,038
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９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 1,121,788

自己株式 △187,475 △201,570

株主資本合計 6,289,616 6,012,295

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 56,438

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 240,935 130,598

少数株主持分 176,629 175,281

純資産合計 6,707,181 6,318,174

負債純資産合計 13,980,060 12,467,213
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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２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 4,824,440 4,645,697

売上原価 4,163,675 4,075,964

売上総利益 660,764 569,732

販売費及び一般管理費 675,454 714,804

営業損失（△） △14,689 △145,072

営業外収益   

受取利息 757 1,070

受取配当金 17,130 13,311

有価証券売却益 2,680 4,777

受取保険金 6,232 2,980

その他 10,482 4,449

営業外収益合計 37,282 26,590

営業外費用   

支払利息 20,834 25,844

支払手数料 3,014 2,609

有価証券売却損 398 1,716

為替差損 7,643 11,408

貸倒引当金繰入額 12,000 －

その他 3,459 773

営業外費用合計 47,350 42,351

経常損失（△） △24,757 △160,833

特別損失   

固定資産処分損 96 －

施設利用権評価損 － 4,150

特別損失合計 96 4,150

税金等調整前四半期純損失（△） △24,854 △164,983

法人税等 34,119 33,639

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △58,973 △198,623

少数株主利益 2,156 2,151

四半期純損失（△） △61,130 △200,775
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △58,973 △198,623

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △135,122 △110,336

その他の包括利益合計 △135,122 △110,336

四半期包括利益 △194,095 △308,959

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △196,252 △311,111

少数株主に係る四半期包括利益 2,156 2,151
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純損失（△） △24,854 △164,983

減価償却費 37,650 41,866

のれん償却額 29,345 29,345

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,349 1,492

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △29,895 17,849

工事損失引当金の増減額（△は減少） 50,200 14,600

賞与引当金の増減額（△は減少） 251 8,492

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,484 35,145

有価証券売却損益（△は益） △2,281 △3,061

投資有価証券評価損益（△は益） 3,370 －

受取利息及び受取配当金 △17,887 △14,382

支払利息 20,834 25,844

為替差損益（△は益） 785 10,948

売上債権の増減額（△は増加） 946,762 △12,786

たな卸資産の増減額（△は増加） △685,920 328,057

仕入債務の増減額（△は減少） 483,082 △744,673

前受金の増減額（△は減少） 545,677 △481,649

未払消費税等の増減額（△は減少） △117,351 71,269

その他 55,287 215,818

小計 1,307,890 △620,809

利息及び配当金の受取額 17,864 14,357

利息の支払額 △21,111 △25,533

法人税等の支払額 △140,084 △75,150

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,164,558 △707,135

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 △30,003 △52,001

定期預金の払戻による収入 18,000 48,000

有形固定資産の取得による支出 △3,959 △9

無形固定資産の取得による支出 △18,707 △11,470

投資有価証券の取得による支出 △220,408 △440,477

投資有価証券の売却による収入 166,976 274,828

貸付けによる支出 △6,797 △3,181

貸付金の回収による収入 2,190 4,321

その他 9,158 △10,049

投資活動によるキャッシュ・フロー △83,550 △190,039
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,800,000 2,200,000

短期借入金の返済による支出 △1,650,000 △1,950,000

長期借入金の返済による支出 △90,000 △178,300

自己株式の取得による支出 △143 △14,095

自己株式の売却による収入 61 －

配当金の支払額 △61,477 △61,291

少数株主への配当金の支払額 △3,500 △3,500

リース債務の返済による支出 △12,460 △21,517

財務活動によるキャッシュ・フロー △17,519 △28,704

現金及び現金同等物に係る換算差額 △785 △10,948

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,062,703 △936,827

現金及び現金同等物の期首残高 3,579,967 5,482,386

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,642,670 4,545,559
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該当事項なし 
  

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(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 セグメント利益又は損失の調整額△157,790千円は、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２四半期連結累計期間(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△156,710千円は、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。 

  

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、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 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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 2,524,018 2,300,421 4,824,440 ― 4,824,440 ― 4,824,440

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

411,014 ― 411,014 ― 411,014 △411,014 ―

計 2,935,033 2,300,421 5,235,455 ― 5,235,455 △411,014 4,824,440

セグメント利益又は損失(△) 103,346 39,753 143,100 ― 143,100 △157,790 △14,689

(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 1,782,493 2,863,203 4,645,697 ― 4,645,697 ― 4,645,697

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

388,557 ― 388,557 ― 388,557 △388,557 ―

計 2,171,050 2,863,203 5,034,254 ― 5,034,254 △388,557 4,645,697

セグメント利益又は損失(△) △41,879 53,517 11,638 ― 11,638 △156,710 △145,072

（６）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 1,782,493 △29.4

立体駐車装置関連 2,863,203 24.5

合計 4,645,697 △3.7

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 1,849,901 47.6 3,823,094 17.0

立体駐車装置関連 2,104,282 △19.2 4,087,945 △39.2

合計 3,954,184 2.5 7,911,040 △20.8
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