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上 場 会 社 名 株式会社小田原機器 上場取引所 大
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代  表  者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 入山 圭司
問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役経理部長 (氏名) 峯岸 正博 (TEL)0465-23-0121

四半期報告書提出予定日 平成24年11月12日 配当支払開始予定日 －

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無

四半期決算説明会開催の有無 ：無

(百万円未満切捨て)

１．平成24年12月期第３四半期の連結業績（平成24年１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 ％

24年12月期第３四半期 1,350 2.6 △123 － △109 － △147 －
23年12月期第３四半期 1,316 23.8 △142 － △108 － △71 －

(注) 包括利益 24年12月期第３四半期 △162百万円( －％) 23年12月期第３四半期 △98百万円( －％)

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

24年12月期第３四半期 △95.68 －
23年12月期第３四半期 △46.70 －

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年12月期第３四半期 5,693 4,453 78.2
23年12月期 5,658 4,655 82.3

(参考) 自己資本 24年12月期第３四半期 4,453百万円 23年12月期 4,655百万円

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

23年12月期 － 0.00 － 25.00 25.00
24年12月期 － 0.00 －

24年12月期(予想) 25.00 25.00

(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24年12月期の連結業績予想（平成24年１月１日～平成24年12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 2,595 35.3 △39 － △21 － △69 － △45.33

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

連結業績予想の修正については、本日（平成24年11月12日）に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知ら
せ」をご参照下さい。



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   
   

 

 

 

 
  

４．その他

（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 ： 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

（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) 24年12月期３Ｑ 1,539,600株 23年12月期 1,539,600株

② 期末自己株式数 24年12月期３Ｑ 363株 23年12月期 293株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期３Ｑ 1,539,273株 23年12月期３Ｑ 1,539,380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は完了しております。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであります。実際の業績は、今
後、様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。
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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 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による景気停滞から好転の兆しが見え始

めたこと等により回復の動きが見られましたが、欧州債務不安に伴う世界的な景気下振れリスクが再燃して

いることに加え、円高が長期化していること等が影響し、景気の先行きは不透明な状態で推移いたしました。 

当社グループの関連市場である路線バス業界においては、バス事業者の設備投資が抑えられる傾向はある

ものの、地方における非接触ＩＣカードシステム導入に伴う運賃箱の改修及び代替投資等を中心に推移しま

した。 

このような状況のもとで当社グループは、地方における非接触ＩＣカードシステム導入に伴う設備投資案

件の取り込みを行うだけでなく、「バス統合管理システム」の拡販を推進し、積極的な営業活動により当社

製品のシェア拡大に努めてまいりました。 

しかしながら、地方のバス事業者において設備投資計画が延期・縮小基調で推移したことにより、業績は

低調に推移いたしました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,350,512千円（前年同四半期比2.6％増）、営業損失

は123,150千円（前年同四半期は142,968千円の営業損失）、経常損失は109,021千円（前年同四半期は

108,610千円の経常損失）、四半期純損失は147,273千円（前年同四半期は71,887千円の四半期純損失）とな

りました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

   ①資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて101,977千円増加し、4,233,899千

円となりました。これは主に、仕掛品が405,487千円増加いたしましたが、現金及び預金の減少184,209千円、

受取手形及び売掛金の減少158,662千円等の影響により、101,977千円の増加となっております。 

当第３四半期連結会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末に比べて66,946千円減少し、1,459,607千

円となりました。これは主に、投資その他の資産が34,040千円減少したことによるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて228,443千円増加し、950,740千円

となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が182,808千円増加したことによるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末に比べて7,990千円増加し、288,983千円と

なりました。これは主に、退職給付引当金が10,119千円増加いたしましたが、役員退職慰労引当金の減少

2,129千円の影響により、7,990千円の増加となっております。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて201,402千円減少し、4,453,783千円となりました。これは主に、四

半期純損失147,273千円を計上したことによるものであります。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

昨今の事業環境や 近の業績動向を踏まえ、平成24年12月期（平成24年１月１日から平成24年12月31日ま

で）の業績予想について平成24年11月12日に修正発表しております。詳細については、平成24年11月12日発

表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

２．サマリー情報（その他）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 

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 

該当事項はありません。 

 

(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。 
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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23年12月31日) 
当第３四半期連結会計期間

(平成24年９月30日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 1,256,318  1,072,109

  受取手形及び売掛金 557,682  399,020

  有価証券 1,854,607  1,826,272

  商品及び製品 958  3,782

  仕掛品 140,872  546,360

  原材料及び貯蔵品 214,336  300,017

  繰延税金資産 79,085  39,570

  未収還付法人税等 11,180  －

  その他 21,380  49,968

  貸倒引当金 △4,500  △3,200

  流動資産合計 4,131,921  4,233,899

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 173,777  163,134

   機械装置及び運搬具（純額） 5,773  1,251

   土地 238,226  238,226

   その他（純額） 31,172  19,686

   有形固定資産合計 448,950  422,300

  無形固定資産  

   その他 21,605  15,350

   無形固定資産合計 21,605  15,350

  投資その他の資産  

   投資有価証券 734,886  783,121

   繰延税金資産 44,490  54,892

   その他 301,084  208,406

   貸倒引当金 △24,463  △24,463

   投資その他の資産合計 1,055,997  1,021,957

  固定資産合計 1,526,554  1,459,607

 資産合計 5,658,475  5,693,507

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 337,939  520,748

  短期借入金 120,000  120,000

  賞与引当金 23,425  53,895

  製品保証引当金 157,692  36,427

  その他 83,240  219,669

  流動負債合計 722,296  950,740

 固定負債  

  退職給付引当金 144,461  154,581

  役員退職慰労引当金 136,411  134,282

  その他 120  120

  固定負債合計 280,993  288,983

 負債合計 1,003,290  1,239,723
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  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成23年12月31日) 
当第３四半期連結会計期間

(平成24年９月30日) 

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 319,250  319,250

  資本剰余金 299,250  299,250

  利益剰余金 4,011,762  3,826,006

  自己株式 △276  △331

  株主資本合計 4,629,986  4,444,174

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 25,199  9,608

  その他の包括利益累計額合計 25,199  9,608

 純資産合計 4,655,185  4,453,783

負債純資産合計 5,658,475  5,693,507
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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３四半期連結累計期間） 
  (単位:千円)

 

前第３四半期連結累計期間

(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年９月30日) 

売上高 1,316,500  1,350,512

売上原価 989,938  964,843

売上総利益 326,561  385,669

販売費及び一般管理費 469,530  508,819

営業損失（△） △142,968  △123,150

営業外収益  

 受取利息 12,342  9,675

 受取配当金 2,902  3,740

 受取保険料 18,798  13

 助成金収入 2,020  －

 貸倒引当金戻入額 －  1,300

 その他 3,130  1,482

 営業外収益合計 39,194  16,211

営業外費用  

 支払利息 1,139  1,012

 売上割引 2,191  1,049

 リース解約損 1,200  －

 その他 306  21

 営業外費用合計 4,836  2,083

経常損失（△） △108,610  △109,021

特別利益  

 固定資産売却益 200  7,850

 特別利益合計 200  7,850

特別損失  

 固定資産売却損 145  －

 固定資産除却損 492  154

 減損損失 －  6,209

 特別損失合計 638  6,363

税金等調整前四半期純損失（△） △109,048  △107,535

法人税、住民税及び事業税 2,101  2,117

法人税等調整額 △39,262  37,620

法人税等合計 △37,161  39,738

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △71,887  △147,273

四半期純損失（△） △71,887  △147,273
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（四半期連結包括利益計算書） 

 （第３四半期連結累計期間） 
  (単位:千円)

 

前第３四半期連結累計期間

(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成24年１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（△） △71,887  △147,273

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 △26,265  △15,591

 その他の包括利益合計 △26,265  △15,591

四半期包括利益 △98,152  △162,864

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 △98,152  △162,864
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

    該当事項はありません。 
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