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1.  平成26年5月期第2四半期の連結業績（平成25年6月1日～平成25年11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5月期第2四半期 15,826 16.7 213 ― 270 ― 57 ―
25年5月期第2四半期 13,566 △28.0 △515 ― △283 ― △401 ―

（注）包括利益 26年5月期第2四半期 731百万円 （369.6％） 25年5月期第2四半期 155百万円 （△55.4％）

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5月期第2四半期 1.20 ―
25年5月期第2四半期 △8.32 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年5月期第2四半期 46,030 18,959 41.2
25年5月期 42,364 18,519 43.7
（参考） 自己資本   26年5月期第2四半期  18,959百万円 25年5月期  18,519百万円

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5月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
26年5月期 ― 0.00
26年5月期（予想） ― 6.00 6.00

3. 平成26年 5月期の連結業績予想（平成25年 6月 1日～平成26年 5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  ：  無   

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 36,000 17.7 1,500 199.3 1,500 30.4 750 3.8 15.40



(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  ：  無  

(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き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、四半期財務諸表に
対するレビュー報告書を受領しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる場合があります。なお、業績
予想に関連する事項につきましては３ページ「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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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5月期2Q 48,675,000 株 25年5月期 48,675,000 株
② 期末自己株式数 26年5月期2Q 469,553 株 25年5月期 463,566 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年5月期2Q 48,208,868 株 25年5月期2Q 48,215,544 株
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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説明 

当第２四半期連結累計期間（平成25年６月１日～平成25年11月30日）における我が国経済は、現政権

による経済政策や金融緩和の効果が広く波及し、円高是正や株価上昇が進むなか、輸出や個人消費、設

備投資が増勢に転じるなど景気の回復傾向が続いています。一方海外では、米国経済の緩やかな回復や

欧州経済の持ち直しが見られるものの、中国やインド経済の回復の遅れなどの影響から、全体の改善ペ

ースはごく緩やかなものにとどまりました。 

このような経済状況の下、当社グループは、平成24年６月にスタートさせた中期経営計画「ダッシュ

2015」に基づき、経営基盤の抜本的強化と企業価値の飛躍的増大を目指し、グループ一丸となって取り

組んでまいりました。 

計画２年目となる当第２四半期連結累計期間における業績は次のとおりです。 

 

受注高は、とくに交通事業が国内・海外向けともに大幅な増加となり、産業事業と情報機器事業も増

加したことから、前年同期比19.5％増の182億51百万円となりました。 

売上高は、情報機器事業は減少したものの、交通事業が国内・海外向けともに大きく増加し、産業事

業も増加したことから、前年同期比16.7％増の158億26百万円となりました。 

損益面では、売上高の増加と経費削減効果により営業利益は前年同期比７億28百万円増加の２億13百

万円となり、経常利益も同５億53百万円増の２億70百万円、四半期純利益は同４億59百万円増の57百万

円となりました。 

なお、当社グループの事業構造として、第４四半期連結会計期間に売上が集中する傾向があるため、

四半期連結会計期間別の業績には季節的変動があります。 

 

報告セグメント別の状況は次のとおりです。 

 

＜交通事業＞ 

受注高は、国内向けは微増にとどまったものの、中国を中心とする海外向けが大幅に増加し、前年同

期比33.5％増の106億22百万円となりました。 

売上高は、国内の車両需要回復と海外向けの増勢により大幅に増加し、前年同期比28.8％増の98億60

百万円となりました。 

セグメント利益は、増収効果を主因に前年同期比88.2％増の10億64百万円となりました。 

 

＜産業事業＞ 

受注高は、国内外の設備投資向けが伸び悩むなか自動車開発用試験機が増加し、前年同期比3.8％増の

65億92百万円となりました。 

売上高は、受注高と同様の理由により、前年同期比1.8％増の53億32百万円となりました。 

セグメント利益は、稼働率上昇に伴う工場採算の改善が寄与し、１億72百万円となりました。 
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＜情報機器事業＞ 

受注高は、駅務機器は低調だったものの遠隔監視での大口受注があり、前年同期比6.9％増の10億34百

万円となりました。 

売上高は、車掌用携帯端末の納入が一服したことにより、前年同期比5.9％減の６億30百万円となりま

した。セグメント利益は、17百万円となりました。 

 

（注）報告セグメント別の売上高については、「外部顧客への売上高」であり、「セグメント間の内部

売上高又は振替高」は含みません。 

 

（2）連結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合計については、現金及び預金の増加12億49百万円、売 

 上債権の増加７億10百万円、たな卸資産の増加８億71百万円、投資有価証券の増加８億60百万円等があ

 り、前連結会計年度末より36億66百万円増加し460億30百万円となりました。 

  負債合計については、借入金の増加22億17百万円等があり前連結会計年度末より32億26百万円増加 

 し270億70百万円となりました。 

  純資産合計については、その他有価証券評価差額金の増加５億63百万円等がありましたが、利益剰 

 余金の減少２億31百万円等があり、前連結会計年度末より４億40百万円増加し189億59百万円となりま 

 した。 

 

（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  平成 25 年７月 10 日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

 

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 

  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：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年５月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,302 2,551

受取手形及び売掛金 13,384 14,094

商品及び製品 1,464 1,650

仕掛品 3,081 3,616

原材料及び貯蔵品 2,118 2,269

その他 632 643

貸倒引当金 △40 △40

流動資産合計 21,943 24,785

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,973 7,056

減価償却累計額 △3,988 △4,114

建物及び構築物（純額） 2,985 2,941

機械装置及び運搬具 6,757 6,789

減価償却累計額 △5,648 △5,835

機械装置及び運搬具（純額） 1,108 954

土地 289 289

建設仮勘定 80 109

その他 3,024 3,126

減価償却累計額 △2,476 △2,568

その他（純額） 547 557

有形固定資産合計 5,012 4,852

無形固定資産   

ソフトウエア 274 262

その他 47 42

無形固定資産合計 321 305

投資その他の資産   

投資有価証券 13,318 14,178

その他 1,932 1,947

貸倒引当金 △162 △38

投資その他の資産合計 15,087 16,087

固定資産合計 20,421 21,245

資産合計 42,364 46,030
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年５月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,646 5,120

短期借入金 4,296 6,368

1年内償還予定の社債 120 60

未払法人税等 319 302

未払消費税等 67 30

未払費用 2,883 3,255

前受金 413 454

預り金 212 215

役員賞与引当金 16 8

賞与引当金 772 781

受注損失引当金 196 144

その他 335 239

流動負債合計 14,280 16,979

固定負債   

長期借入金 5,413 5,558

長期未払金 164 147

退職給付引当金 3,289 3,454

環境対策引当金 43 43

その他 653 886

固定負債合計 9,564 10,090

負債合計 23,844 27,070

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,998 4,998

資本剰余金 3,177 3,177

利益剰余金 7,155 6,924

自己株式 △163 △165

株主資本合計 15,167 14,934

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,367 3,930

為替換算調整勘定 △14 94

その他の包括利益累計額合計 3,352 4,025

純資産合計 18,519 18,959

負債純資産合計 42,364 46,030
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年６月１日 
 至 平成25年11月30日) 

売上高 13,566 15,826

売上原価 10,466 12,161

売上総利益 3,100 3,664

販売費及び一般管理費 3,615 3,451

営業利益又は営業損失（△） △515 213

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 103 115

持分法による投資利益 43 －

生命保険配当金 85 3

為替差益 91 36

雑収入 23 10

営業外収益合計 347 167

営業外費用   

支払利息 86 87

持分法による投資損失 － 13

固定資産廃棄損 7 5

雑損失 21 3

営業外費用合計 115 110

経常利益又は経常損失（△） △283 270

特別損失   

事務所移転費用 15 －

特別損失合計 15 －

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（△）

△299 270

法人税、住民税及び事業税 86 273

法人税等調整額 15 △61

法人税等合計 102 212

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（△）

△401 57

四半期純利益又は四半期純損失（△） △401 57
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年６月１日 
 至 平成25年11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（△）

△401 57

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 549 563

為替換算調整勘定 △2 6

持分法適用会社に対する持分相当額 9 102

その他の包括利益合計 556 673

四半期包括利益 155 731

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 155 731

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２四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年６月１日 
 至 平成25年11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（△）

△299 270

減価償却費 537 478

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 △124

賞与引当金の増減額（△は減少） 34 8

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1 165

受取利息及び受取配当金 △103 △115

支払利息 86 87

売上債権の増減額（△は増加） 1,899 △707

たな卸資産の増減額（△は増加） △949 △868

仕入債務の増減額（△は減少） △357 473

受注損失引当金の増減額（△は減少） △3 △52

前受金の増減額（△は減少） △68 30

未払費用の増減額（△は減少） △176 377

その他 △374 158

小計 219 180

利息及び配当金の受取額 114 115

利息の支払額 △94 △92

法人税等の支払額 △448 △343

営業活動によるキャッシュ・フロー △208 △139

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △841 △419

投資有価証券の取得による支出 △6 △6

その他 △177 △65

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,025 △492

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） 2,499 2,075

長期借入れによる収入 － 700

長期借入金の返済による支出 △638 △558

社債の償還による支出 △100 △60

自己株式の取得による支出 △0 △1

配当金の支払額 △223 △286

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,538 1,867

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 299 1,249

現金及び現金同等物の期首残高 1,489 1,302

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,789 2,551
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(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） 

 該当事項はありません。 

 

 （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。 

 

  （セグメント情報等） 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自  平成24年６月１日  至  平成24年11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 

（単位：百万円） 

 
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） 
交通事業 産業事業 

情報機器 
事業 

売上高        

  外部顧客への売上高 7,657 5,236 669 3 13,566 － 13,566 

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

6 1 － 277 285 △285 － 

計 7,664 5,237 669 281 13,852 △285 13,566 

セグメント利益又は損失
（△） 

565 △45 54 21 596 △1,111 △515 

(注) １  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、労働者派遣に関連する業務な

どです。 

２  セグメント利益又は損失（△）の調整額△1,111百万円は、セグメント間取引消去△１百万円、各報告

セグメントに帰属しない全社費用△1,110百万円です。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理費及び研究開発費です。 

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25年６月１日  至  平成25年11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 

（単位：百万円） 

 
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） 
交通事業 産業事業 

情報機器 
事業 

売上高        

  外部顧客への売上高 9,860 5,332 630 2 15,826 － 15,826 

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

7 0 － 248 256 △256 － 

計 9,868 5,333 630 250 16,082 △256 15,826 

セグメント利益 1,064 172 17 23 1,277 △1,064 213 

(注) １  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、労働者派遣に関連する業務な

どです。 

２  セグメント利益の調整額△1,064百万円は、セグメント間取引消去２百万円、各報告セグメントに帰属

しない全社費用△1,067百万円です。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及び研

究開発費です。 

３  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。 
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４．補足資料 

(1) 生産、受注及び販売の状況 

 

① 生産実績 

部  門 

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成25年６月１日 
 至 平成25年11月30日) 

金額 

(百万円) 

構成比 

(％) 

金額 

(百万円) 

構成比 

(％) 

交通事業 8,023 60.8 10,277 65.5 

産業事業 4,630 35.1 4,958 31.6 

情報機器事業 552 4.2 455 2.9 

その他 － － － － 

合  計 13,206 100.0 15,691 100.0 

（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。 

 

② 受注状況 

部  門 

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成25年６月１日 
 至 平成25年11月30日) 

受注高 
(百万円) 

受注残高 
(百万円) 

受注高 
(百万円) 

受注残高 
(百万円) 

交通事業 7,958 14,740 10,622 18,817 

産業事業 6,348 5,953 6,592 6,015 

情報機器事業 967 849 1,034 799 

その他 3 － 2 － 

合  計 15,278 21,544 18,251 25,632 

（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。 

 

③ 販売実績 

部  門 

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第２半期連結累計期間 

(自 平成25年６月１日 
 至 平成25年11月30日) 

金額 

(百万円) 

構成比 

(％) 

金額 

(百万円) 

構成比 

(％) 

交通事業 7,657 56.4 9,860 62.3 

産業事業 5,236 38.6 5,332 33.7 

情報機器事業 669 4.9 630 4.0 

その他 3 0.0 2 0.0 

合  計 13,566 100.0 15,826 100.0 

（注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２ 当社グループの事業構造として、第４四半期連結会計期間に売上が集中する傾向があるため、 

  四半期連結会計期間別の業績には季節的変動があります。 
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