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1. 平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6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 ％

 26年3月期第1四半期 6,975 16.6 △1,782 ― △1,648 ― △1,090 ―
 25年3月期第1四半期 5,984 △21.0 △2,362 ― △2,341 ― △1,579 ―

(注) 包括利益 26年3月期第1四半期△1,029百万円 (―％) 25年3月期第1四半期△1,808百万円 (―％)

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

 26年3月期第1四半期 △17. 38       ―
 25年3月期第1四半期 △25. 17       ― 

 (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 ％

 26年3月期第1四半期 68,073 33,166 48.7
 25年3月期 79,266 34,509 43.5

(参考) 自己資本  26年3月期第1四半期 33,166百万円  25年3月期 34,509百万円

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

 25年3月期    ― 5. 00    ― 5. 00 10. 00

 26年3月期    ―

 26年3月期(予想) 5. 00    ― 5. 00 10. 00

3. 平成26年3月期の連結業績予想（平成25年4月1日～平成26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) 21,000 21.9 △1,600 ― △1,700 ― △1,100 ― △17.53
通期 63,000 8.3 3,200 163.5 3,000 121.4 1,700 ― 27.09



  

 

 

 
  

・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ます。なお、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財務諸表のレビュー手続を実施し

ております。 

  

・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および合理

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。 

  

※ 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 (     ―     )、除外 ― 社 (     ―     )

 (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

 (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) 26年3月期1Ｑ 62,844,251株 25年3月期 62,844,251株

② 期末自己株式数 26年3月期1Ｑ 87,929株 25年3月期 87,473株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Ｑ 62,756,507株 25年3月期1Ｑ 62,757,577株

※ 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
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当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アベノミクスへの期待などから景況感は改善しつつ

あるものの、総じて厳しい状況で推移しました。 

このような事業環境のなかで、当社グループは今年度2年目となる中期経営計画の目標達成に向けて、

海外展開を中心とした成長戦略の推進および競争力強化に向けた取り組みを加速しております。 

受注につきましては、信号システム事業が好調に推移したことに加え、電気機器事業にも回復の兆し

があり、全体としては前年同期を上回り堅調に推移しました。また、売上・利益面では、信号システム

事業の売上が小口案件中心となり、電気機器事業も関連市場の本格回復が第3四半期以降となる見通しな

どから、前年同期を上回ったものの低い水準にとどまりました。 

この結果、当第1四半期連結累計期間の業績は、受注高21,123百万円（対前年同期1,985百万円増）、

売上高6,975百万円（対前年同期990百万円増）、営業利益 △1,782百万円（対前年同期579百万円増）、

経常利益 △1,648百万円（対前年同期693百万円増）、四半期純利益 △1,090百万円（対前年同期489百

万円増）となりました。 

  

セグメント別の業績概況は、次のとおりであります。 

  

〔信号システム事業〕 

鉄道信号システムにおいて、受注はＪＲ西日本山陽新幹線全線のＡＴＣ装置更新や阪急電鉄向け運行

管理装置さらには中国向け電子連動装置用品などがあり好調に推移しました。また、売上につきまして

は、前年同期を上回ったものの小幅な増加となりました。 

この結果、受注高19,034百万円（対前年同期909百万円増）、売上高5,860百万円（対前年同期644百

万円増）となりました。なお、セグメント利益は△684百万円（対前年同期582百万円増）となります。

  

〔電気機器事業〕 

主力の産業機器用電源装置は、液晶パネル製造装置用を中心に受注・売上ともに前年同期を上回った

ものの、半導体製造装置用の市況回復が第3四半期以降となる見通しなどから、依然として厳しい事業

展開となりました。 

この結果、受注高2,089百万円（対前年同期1,075百万円増）、売上高1,114百万円（対前年同期345百

万円増）となりました。なお、セグメント利益は△275百万円（対前年同期76百万円増）となります。 

  

〔資産、負債および純資産の状況〕 

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて11,193百万円減少し、68,073百

万円となりました。主な増減は以下のとおりであります。 

 資産の部は、たな卸資産が4,189百万円増加し、受取手形及び売掛金が16,318百万円減少しました。 

 負債の部は、支払手形及び買掛金が1,600百万円、短期借入金が6,500百万円、未払法人税等が439百

万円減少しました。 

 純資産の部は、利益剰余金が1,404百万円減少しました。 

  

1．当四半期決算に関する定性的情報

 (1)経営成績に関する説明

 (2)財政状態に関する説明
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〔キャッシュ・フローの状況〕 

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ463百万円減少し

2,856百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、7,595百万円のプラスとなりました。これはたな卸資産が

4,180百万円増加したものの、売上債権が16,322百万円減少したことが主な要因であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、907百万円のマイナスとなりました。これは定期預金に477百

万円預け入れたことに加え、有形固定資産の取得により352百万円支出したことが主な要因でありま

す。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、7,148百万円のマイナスとなりました。これは短期借入金が

6,500百万円、長期借入金が300百万円減少したことが主な要因であります。 

  

第2四半期連結累計期間および通期の業績予想に関しましては、平成25年5月10日の決算発表時点と変

更はありません。 

 なお、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる可能性があります。 

  

 (3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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 該当事項はありません。 

  

 税金費用の計算 

税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対

する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を

乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

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

㈱京三製作所（6742）　平成26年3月期　第1四半期決算短信

－4－



3.四半期連結財務諸表 
 (1)四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年3月31日) 

当第1四半期連結会計期間 
(平成25年6月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,385 3,375

受取手形及び売掛金 30,212 13,893

製品 3,125 3,447

半製品 2,707 2,773

仕掛品 13,184 16,993

原材料及び貯蔵品 256 249

繰延税金資産 1,523 2,128

その他 142 549

貸倒引当金 △67 △62

流動資産合計 54,472 43,348

固定資産   

有形固定資産 11,754 11,591

無形固定資産 1,048 1,025

投資その他の資産   

投資有価証券 10,708 10,836

繰延税金資産 97 45

その他 1,217 1,257

貸倒引当金 △31 △31

投資その他の資産合計 11,992 12,108

固定資産合計 24,794 24,725

資産合計 79,266 68,073
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年3月31日) 

当第1四半期連結会計期間 
(平成25年6月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,229 10,629

短期借入金 10,000 3,500

1年内返済予定の長期借入金 1,240 1,240

未払法人税等 508 69

役員賞与引当金 26 17

受注損失引当金 517 473

環境対策引当金 3 3

その他 8,388 7,458

流動負債合計 32,915 23,392

固定負債   

長期借入金 7,010 6,710

長期未払金 325 310

退職給付引当金 4,047 4,035

資産除去債務 120 121

環境対策引当金 22 22

その他 315 316

固定負債合計 11,841 11,514

負債合計 44,756 34,907

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,270 6,270

資本剰余金 4,625 4,625

利益剰余金 20,957 19,553

自己株式 △28 △29

株主資本合計 31,824 30,419

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,711 2,789

為替換算調整勘定 △25 △43

その他の包括利益累計額合計 2,685 2,746

純資産合計 34,509 33,166

負債純資産合計 79,266 68,073
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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：百万円）

前第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) 

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成25年4月1日 
 至 平成25年6月30日) 

売上高 5,984 6,975

売上原価 6,146 6,479

売上総利益又は売上総損失（△） △161 496

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 604 606

賞与 168 141

役員賞与引当金繰入額 20 17

退職給付費用 72 83

減価償却費 58 33

荷造及び発送費 183 198

その他 1,091 1,197

販売費及び一般管理費合計 2,200 2,278

営業損失（△） △2,362 △1,782

営業外収益   

受取配当金 71 78

受取保険金 98 68

その他 36 37

営業外収益合計 206 183

営業外費用   

支払利息 41 38

資金調達費用 111 4

その他 34 7

営業外費用合計 186 50

経常損失（△） △2,341 △1,648

特別利益   

固定資産売却益 2 0

特別利益合計 2 0

特別損失   

固定資産除売却損 1 0

投資有価証券評価損 26 －

特別損失合計 27 0

税金等調整前四半期純損失（△） △2,367 △1,649

法人税等 △788 △558

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,579 △1,090

四半期純損失（△） △1,579 △1,090

㈱京三製作所（6742）　平成26年3月期　第1四半期決算短信

－7－



 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：百万円)

前第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) 

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成25年4月1日 
 至 平成25年6月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,579 △1,090

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △215 78

為替換算調整勘定 △13 △17

その他の包括利益合計 △228 60

四半期包括利益 △1,808 △1,029

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,808 △1,029

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

（単位：百万円）

前第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) 

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成25年4月1日 
 至 平成25年6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（△） △2,367 △1,649

減価償却費 431 374

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 △5

退職給付引当金の増減額（△は減少） △33 △12

受取利息及び受取配当金 △71 △87

支払利息 41 38

売上債権の増減額（△は増加） 14,309 16,322

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,608 △4,180

仕入債務の増減額（△は減少） △3,121 △1,602

その他 149 △1,172

小計 4,724 8,024

利息及び配当金の受取額 71 79

利息の支払額 △45 △30

法人税等の支払額 △1,044 △478

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,706 7,595

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 △44 △477

投資有価証券の取得による支出 △6 △6

有形固定資産の取得による支出 △204 △352

無形固定資産の取得による支出 △23 △34

その他 △133 △37

投資活動によるキャッシュ・フロー △412 △907

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） △1,500 △6,500

長期借入れによる収入 2,000 －

長期借入金の返済による支出 △4,300 △300

配当金の支払額 △313 △313

その他 △31 △35

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,145 △7,148

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △853 △463

現金及び現金同等物の期首残高 3,453 3,319

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,600 2,856
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第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） 

   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. セグメント損失（△）の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用743百万円が含まれており

ます。なお全社費用は管理部門等に係る費用であります。 

2. セグメント損失（△）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。 

  

（参考情報） 

 前第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） 

 
（注）1. 地域は、地理的近接度により区分しております。各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

 （1）アジア・・・・・・中国、台湾等 

 （2）その他・・・・・・スイス等 

 2. 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

 (4)四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  報告セグメント

調整額(注)1 
(百万円)

四半期連結損益
計算書計上額

(注) 2 
(百万円)

信号システム 
事業 

(百万円)

電気機器 
事業 

(百万円)

計 
(百万円)

売上高
         

 外部顧客に 
 対する売上高

5,215 768 5,984 ― 5,984

 セグメント間の内部 
 売上高または振替高

― 210 210 △210 ―

計 5,215 978 6,194 △210 5,984

セグメント損失 △1,266 △352 △1,618 △743 △2,362

 【海外売上高】

アジア その他 合計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 623 20 643

Ⅱ 連結売上高（百万円 ― ― 5,984

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合

10.4％ 0.3％ 10.7％
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Ⅱ 当第1四半期連結累計期間（自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日） 

   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. セグメント損失（△）の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用822百万円が含まれており

ます。なお全社費用は管理部門等に係る費用であります。 

2. セグメント損失（△）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。 

  

（参考情報） 

 当第1四半期連結累計期間（自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日） 

 
（注）1. 地域は、地理的近接度により区分しております。各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

 （1）アジア・・・・・・中国、台湾等 

 （2）その他・・・・・・アメリカ 

 2. 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

 該当事項はありません。 

  報告セグメント

調整額(注)1 
(百万円)

四半期連結損益
計算書計上額

(注) 2 
(百万円)

信号システム 
事業 

(百万円)

電気機器 
事業 

(百万円)

計 
(百万円)

売上高
         

 外部顧客に 
 対する売上高

5,860 1,114 6,975 ― 6,975

 セグメント間の内部 
 売上高または振替高

― 608 608 △608 ―

計 5,860 1,722 7,583 △608 6,975

セグメント損失 △684 △275 △959 △822 △1,782

 【海外売上高】

アジア その他 合計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 766 7 774

Ⅱ 連結売上高（百万円 ― ― 6,975

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合

11.0％ 0.1％ 11.1％

（重要な後発事象）
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