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(百万円未満切捨て)
１．平成26年12月期第１四半期の連結業績（平成26年１月１日～平成26年３月31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12月期第１四半期 1,355 30.6 360 112.0 363 108.9 316 114.8

25年12月期第１四半期 1,038 96.2 170 － 173 － 147 －
(注) 包括利益 26年12月期第１四半期 312百万円( 94.6％) 25年12月期第１四半期 160百万円( －％)
　

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12月期第１四半期 205.74 －

25年12月期第１四半期 95.78 －
　

　

（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12月期第１四半期 6,214 4,753 76.5

25年12月期 5,721 4,479 78.3
(参考) 自己資本 26年12月期第１四半期 4,753百万円 25年12月期 4,479百万円
　

　

　

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12月期 － 0.00 － 25.00 25.00

26年12月期 －

26年12月期(予想) 0.00 － 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26年12月期の連結業績予想（平成26年１月１日～平成26年12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) 1,559 11.5 265 589.3 271 442.3 251 414.9 163.11

通期 2,960 9.9 185 155.3 194 121.3 122 35.4 79.39
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 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12月期１Ｑ 1,539,600株 25年12月期 1,539,600株

② 期末自己株式数 26年12月期１Ｑ 363株 25年12月期 363株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年12月期１Ｑ 1,539,237株 25年12月期１Ｑ 1,539,237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) 経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国不安及び消費税増税等に伴う景気の下振れリス

クが存在するものの、政権交代後の経済政策が功を奏しつつあり、景況感などに改善傾向が見られるように

なりました。 

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、非接触ＩＣカードシステムに関連した運賃収受

システムの代替案件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、運賃収受システムの代替案件の取り込みに加え、平成26年４月

１日の消費税８％増税に対応したソフトウエアの更新及び首都圏での「一物二価」運賃表示に対応した液晶

運賃表示器の拡販等を進めてまいりました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は1,355,810千円（前年同四半期比30.6％増）、営業利益

は360,651千円（前年同四半期比112.0％増）、経常利益は363,532千円（前年同四半期比108.9％増）、四半

期純利益は316,689千円（前年同四半期比114.8％増）となりました。 

 

(2) 財政状態に関する説明 

当第１四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459,088千円増加し、4,566,539千

円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が591,586千円増加したことによるものであります。 

当第１四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34,517千円増加し、1,648,299千円

となりました。これは主に、投資有価証券が35,329千円増加したことによるものであります。 

当第１四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234,398千円増加し、1,162,270千

円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が203,292千円増加したことによるものであります。 

当第１四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14,884千円減少し、298,624千円と

なりました。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べて274,092千円増加し、4,753,944千円

となりました。これは主に、四半期純利益316,689千円を計上したことによるものであります。 

 

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

現時点での平成26年12月期の業績見通しにつきましては、平成26年２月12日に決算短信で公表した内容か

ら変更ありません。なお、業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したもの

であり、実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

 

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25年12月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成26年３月31日) 

資産の部         

  流動資産         

    現金及び預金   1,178,231   1,341,841 

    受取手形及び売掛金   1,101,504   1,693,090 

    有価証券   1,218,304   868,292 

    仕掛品   310,783   314,867 

    原材料及び貯蔵品   233,637   258,710 

    繰延税金資産   54,881   83,749 

    その他   18,909   19,588 

    貸倒引当金   △8,800   △13,600 

    流動資産合計   4,107,451   4,566,539 

  固定資産         

    有形固定資産         

      建物及び構築物（純額）   147,589   144,382 

      機械装置及び運搬具（純額）   613   550 

      土地   238,226   238,226 

      その他（純額）   26,675   24,749 

      有形固定資産合計   413,105   407,909 

    無形固定資産         

      その他   90,376   95,407 

      無形固定資産合計   90,376   95,407 

    投資その他の資産         

      投資有価証券   857,823   893,153 

      繰延税金資産   48,701   45,944 

      その他   225,786   227,897 

      貸倒引当金   △22,012   △22,012 

      投資その他の資産合計   1,110,299   1,144,982 

    固定資産合計   1,613,781   1,648,299 

  資産合計   5,721,233   6,214,839 
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  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成25年12月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成26年３月31日) 

負債の部         

  流動負債         

    支払手形及び買掛金   491,697   694,990 

    短期借入金   120,000   120,000 

    未払法人税等   13,570   73,247 

    賞与引当金   25,963   55,911 

    製品保証引当金   76,539   79,217 

    その他   200,102   138,903 

    流動負債合計   927,872   1,162,270 

  固定負債         

    退職給付引当金   169,038   167,617 

    役員退職慰労引当金   144,350   130,886 

    その他   120   120 

    固定負債合計   313,508   298,624 

  負債合計   1,241,381   1,460,894 

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   3,829,221   4,107,430 

    自己株式   △331   △331 

    株主資本合計   4,447,389   4,725,598 

  その他の包括利益累計額         

    その他有価証券評価差額金   32,462   28,346 

    その他の包括利益累計額合計   32,462   28,346 

  純資産合計   4,479,852   4,753,944 

負債純資産合計   5,721,233   6,214,839 
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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:千円) 

 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成26年１月１日 

 至 平成26年３月31日) 

売上高   1,038,252   1,355,810 

売上原価   693,078   837,923 

売上総利益   345,173   517,887 

販売費及び一般管理費   175,048   157,235 

営業利益   170,125   360,651 

営業外収益         

  受取利息   1,962   1,286 

  受取配当金   1,596   1,617 

  その他   936   491 

  営業外収益合計   4,495   3,395 

営業外費用         

  支払利息   323   309 

  売上割引   297   204 

  営業外費用合計   621   514 

経常利益   173,998   363,532 

特別利益         

  投資有価証券売却益   955   － 

  特別利益合計   955   － 

特別損失         

  固定資産除却損   －   36 

  特別損失合計   －   36 

税金等調整前四半期純利益   174,954   363,496 

法人税、住民税及び事業税   41,385   70,670 

法人税等調整額   △13,862   △23,864 

法人税等合計   27,522   46,806 

少数株主損益調整前四半期純利益   147,431   316,689 

四半期純利益   147,431   316,689 
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（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:千円) 

 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成26年１月１日 

 至 平成26年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益   147,431   316,689 

その他の包括利益         

  その他有価証券評価差額金   13,203   △4,116 

  その他の包括利益合計   13,203   △4,116 

四半期包括利益   160,635   312,573 

（内訳）         

  親会社株主に係る四半期包括利益   160,635   312,573 

 

株式会社小田原機器（7314）　平成26年12月期　第１四半期決算短信

- 6 -



(3) 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。 
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