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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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2四半期 131,950 14.6 8,800 74.6 10,179 138.4 △7,510 ―
25年3月期第2四半期 115,097 17.4 5,041 131.5 4,270 82.5 1,519 708.8

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 601百万円 （271.3％） 25年3月期第2四半期 162百万円 （△40.0％）

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2四半期 △167.74 ―
25年3月期第2四半期 33.93 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 240,570 54,092 17.9
25年3月期 207,534 52,576 21.3
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  42,956百万円 25年3月期  44,307百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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 ― ― ― 8.00 8.00
26年3月期 ― ―
26年3月期（予想） ― 8.00 8.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 265,000 17.5 14,000 55.0 16,000 31.5 4,500 △30.5 100.50



(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  
（注）詳細は、添付資料P．２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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 
 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が、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
基づく四半期連結財務諸表に対するレビュー手続きは終了しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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、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Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績
予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。   

※  注記事項

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） 26年3月期2Q 45,581,809 株 25年3月期 45,581,809 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 820,691 株 25年3月期 793,377 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 44,775,734 株 25年3月期2Q 44,796,405 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、経済対策や大胆な金融政策に対する期待感から株価上昇や円

高是正の進行に加え個人消費の拡大等もあり、緩やかな回復傾向が続いております。世界経済は、米国が景気持ち

直しを強める一方、欧州債務問題の長期化や中国等新興国は減速の動きが見られております。 

 当社は、米国司法省との間で、当社の反トラスト法及び関連法規違反行為につき罰金１億35百万ドルの支払いに

合意し、司法取引契約を締結いたしました。  

 このような環境のなか、当社グループの連結売上高は1,319億50百万円（前年同期比14.6%増）、連結営業利益は

88億円（前年同期比74.6%増）、連結経常利益は101億79百万円（前年同期比138.4%増）、法人税等と少数株主利益

を控除し、四半期純損失は75億10百万円（前年同期は15億19百万円の四半期純利益）となりました。 

セグメント情報は次のとおりです。 

 輸送用機器関連事業の売上高は1,270億84百万円（前年同期比15.2%増）となり、セグメント利益は83億40百万円

（前年同期比73.7％増）となりました。 

 情報サービス事業の売上高は45億59百万円（前年同期比4.7％増）となり、セグメント利益は３億39百万円（前

年同期比246.6％増）となりました。  

 その他事業は、売上高は13億14百万円（前年同期比5.9％減）、セグメント利益は１億12百万円（前年同期比

10.1％減）となりました。  

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第２四半期連結会計期間末における資産の残高は、2,405億70百万円（前連結会計年度末2,075億34百万円）と

なり、330億35百万円増加しました。流動資産は1,385億33百万円となり228億99百万円増加し、固定資産は、1,020

億36百万円となり101億36百万円増加しました。  

 流動資産は、現金及び預金が141億15百万円増加、受取手形及び売掛金が68億円増加したことが主な要因です。

固定資産は、有形固定資産が61億６百万円増加したことが主な要因です。 

 当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は、1,864億77百万円（前連結会計年度末1,549億57百万円）と

なり、315億19百万円増加しました。流動負債は、1,120億66百万円となり81億38百万円減少し、固定負債は744億

11百万円となり396億58百万円増加しました。 

 流動負債は、短期借入金が121億10百万円減少したことが主な要因です。固定負債は、長期借入金が268億79百万

円増加したことが主な要因です。   

 当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、540億92百万円（前連結会計年度末525億76百万円）とな

り、15億15百万円増加しました。これは為替換算調整勘定の増加が主な要因です。   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期（平成25年４月１日～平成26年３月31日）連結業績予想につきましては、平成25年５月９日に発

表しました数値から変更しております。詳細につきましては、本日公表いたしました「平成26年３月期第２四半期

連結累計期間業績予想値と実績値との差異及び通期業績予想の修正並びに特別損失の発生に関するお知らせ」をご

覧ください。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 第１四半期連結会計期間より、㈱落合製作所及び、三葉士林電機（武漢）有限公司は重要性が増したため、連

結の範囲に含めております。   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第２四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。   

   

（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



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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 32,365 46,480

受取手形及び売掛金 38,296 45,097

有価証券 105 600

商品及び製品 10,841 11,480

仕掛品 2,687 3,347

原材料及び貯蔵品 16,833 16,943

繰延税金資産 1,008 1,037

その他 13,626 13,749

貸倒引当金 △129 △202

流動資産合計 115,634 138,533

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 54,900 58,033

減価償却累計額 △36,653 △38,289

建物及び構築物（純額） 18,247 19,743

機械装置及び運搬具 104,121 112,113

減価償却累計額 △80,022 △85,521

機械装置及び運搬具（純額） 24,099 26,591

工具、器具及び備品 43,901 46,256

減価償却累計額 △41,024 △42,673

工具、器具及び備品（純額） 2,877 3,582

土地 6,434 6,720

リース資産 3,432 3,688

減価償却累計額 △1,508 △1,706

リース資産（純額） 1,923 1,981

建設仮勘定 4,517 5,588

有形固定資産合計 58,100 64,207

無形固定資産 2,735 3,709

投資その他の資産   

投資有価証券 21,292 23,003

長期貸付金 923 1,557

繰延税金資産 701 762

長期前払費用 6,369 6,943

その他 1,830 1,907

貸倒引当金 △54 △54

投資その他の資産合計 31,063 34,118

固定資産合計 91,900 102,036

資産合計 207,534 240,570



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,934 23,155

短期借入金 69,472 57,362

1年内償還予定の社債 160 140

未払金及び未払費用 18,848 20,530

未払法人税等 771 1,277

賞与引当金 3,988 4,316

製品保証引当金 858 795

その他の引当金 90 71

その他 5,080 4,417

流動負債合計 120,204 112,066

固定負債   

社債 212 152

長期借入金 26,941 53,820

長期未払金 406 12,620

繰延税金負債 4,983 5,335

引当金 782 983

その他 1,427 1,499

固定負債合計 34,753 74,411

負債合計 154,957 186,477

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,885 9,885

資本剰余金 15,718 15,719

利益剰余金 22,061 14,525

自己株式 △552 △595

株主資本合計 47,113 39,534

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,247 6,047

為替換算調整勘定 △8,053 △2,625

その他の包括利益累計額合計 △2,806 3,421

少数株主持分 8,269 11,136

純資産合計 52,576 54,092

負債純資産合計 207,534 240,570



（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：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 115,097 131,950

売上原価 100,083 111,348

売上総利益 15,013 20,601

販売費及び一般管理費 9,971 11,801

営業利益 5,041 8,800

営業外収益   

受取利息 127 154

受取配当金 187 204

持分法による投資利益 396 678

為替差益 － 874

その他 535 344

営業外収益合計 1,246 2,257

営業外費用   

支払利息 661 560

為替差損 968 －

その他 388 317

営業外費用合計 2,018 878

経常利益 4,270 10,179

特別利益   

固定資産売却益 159 36

投資有価証券売却益 － 118

負ののれん発生益 182 30

その他 154 18

特別利益合計 495 203

特別損失   

固定資産除却損 58 64

投資有価証券評価損 157 －

製品保証引当金繰入額 228 －

取引調査関連損失 375 181

独禁法違反に係る罰金 － 13,275

その他 278 343

特別損失合計 1,100 13,865

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

3,666 △3,482

法人税等 1,417 2,816

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

2,248 △6,298

少数株主利益 728 1,211

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,519 △7,510



（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：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

2,248 △6,298

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,512 846

為替換算調整勘定 △585 5,729

持分法適用会社に対する持分相当額 11 324

その他の包括利益合計 △2,086 6,900

四半期包括利益 162 601

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △766 △1,283

少数株主に係る四半期包括利益 928 1,884



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

3,666 △3,482

減価償却費 5,333 6,018

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7 58

受取利息及び受取配当金 △314 △359

支払利息 661 560

持分法による投資損益（△は益） △396 △678

有形固定資産売却損益（△は益） △156 △9

独禁法違反に係る罰金 － 13,275

売上債権の増減額（△は増加） 526 △2,525

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,324 2,300

仕入債務の増減額（△は減少） △4,411 △2,450

その他 932 △72

小計 7,172 12,637

利息及び配当金の受取額 330 301

利息の支払額 △659 △604

法人税等の支払額 △1,392 △2,416

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,450 9,918

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入 200 5

有形固定資産の取得による支出 △8,564 △6,638

有形固定資産の売却による収入 818 244

投資有価証券の取得による支出 △188 △542

投資有価証券の売却による収入 4 266

貸付けによる支出 △1,373 △677

貸付金の回収による収入 649 474

その他 △210 △1,278

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,663 △8,146

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） 1,968 △6,158

長期借入れによる収入 5,272 28,621

長期借入金の返済による支出 △5,960 △9,644

社債の償還による支出 △80 △80

配当金の支払額 △313 △357

少数株主への配当金の支払額 △182 △224

その他 △589 △1,067

財務活動によるキャッシュ・フロー 114 11,089

現金及び現金同等物に係る換算差額 △123 1,407

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,222 14,268

現金及び現金同等物の期首残高 31,897 30,964

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 159 301

現金及び現金同等物の四半期末残高 28,834 45,534



 該当事項はありません。    

   

 該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第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 

                                         （単位：百万円） 

（注）１．セグメント利益の調整額15百万円は、セグメント間取引消去であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益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25年４月１日 至平成25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 

                                         （単位：百万円） 

（注）１．セグメント利益の調整額８百万円は、セグメント間取引消去であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（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
  

合計
調整額 

（注）１ 
  

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

（注）２ 
  

輸送用機器 
関連事業 

情報サービス
事業 その他事業

売上高             

外部顧客への売上高 110,027 3,782 1,287  115,097  － 115,097

セグメント間の内部売上高又は振替高 340 573 109  1,023  (1,023) －

計 110,367 4,356 1,396  116,121  (1,023) 115,097

セグメント利益 4,803 97 125  5,026  15 5,041

  

報告セグメント
  

合計
調整額 

（注）１ 
  

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

（注）２ 
  

輸送用機器 
関連事業 

情報サービス
事業 その他事業

売上高             

外部顧客への売上高 126,717 4,035 1,197  131,950  － 131,950

セグメント間の内部売上高又は振替高 367 523 116  1,007  (1,007) －

計 127,084 4,559 1,314  132,958  (1,007) 131,950

セグメント利益 8,340 339 112  8,792  8 8,800
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