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(百万円未満切捨て)
１．平成26年12月期第２四半期の連結業績（平成26年１月１日～平成26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12月期第２四半期 1,757 25.7 220 473.2 229 359.1 221 354.0

25年12月期第２四半期 1,397 44.1 38 － 50 － 48 －
(注) 包括利益 26年12月期第２四半期 230百万円( 301.6％) 25年12月期第２四半期 57百万円( －％)
　

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２四半期 143.80 －

25年12月期第２四半期 31.68 －
　

　

（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２四半期 5,967 4,672 78.3

25年12月期 5,721 4,479 78.3
(参考) 自己資本 26年12月期第２四半期 4,672百万円 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 － 0.00

26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、対前期増減率)

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

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２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 1,539,237株 25年12月期２Ｑ 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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、国際情勢不安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２四半期連結累計期間の売上高は1,757,004千円（前年同四半期比25.7％増）、営業利益

は220,680千円（前年同四半期比473.2％増）、経常利益は229,762千円（前年同四半期比359.1％増）、四半

期純利益は221,339千円（前年同四半期比354.0％増）となりました。 

 

(2) 財政状態に関する説明 

   ①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四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170,632千円増加し、4,278,084千

円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が478,423千円減少したものの、現金及び預金の増加294,

241千円、仕掛品の増加196,283千円等の影響により、170,632千円の増加となっております。 

当第２四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75,550千円増加し、1,689,332千円

となりました。これは主に、投資有価証券が86,971千円増加したことによるものであります。 

当第２四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65,810千円増加し、993,682千円と

なりました。これは主に、支払手形及び買掛金が109,558千円増加したことによるものであります。 

当第２四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12,100千円減少し、301,407千円と

なりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて192,473千円増加し、4,672,325千円となりました。これは主に、配

当金の支払いがありましたが、四半期純利益の計上により利益剰余金が182,859千円増加したことによるもの

であります。 

 

   ②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前年同四半期

末と比べ28,886千円増加し、2,006,047千円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

営業活動の結果得られた資金は398,205千円（前年同四半期は285,414千円の収入）となりました。これは

主に、たな卸資産の増加366,243千円により資金が減少いたしましたが、税金等調整前四半期純利益の計上22

9,455千円及び売上債権の減少478,423千円により、398,205千円の増加となっております。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は38,085千円（前年同四半期は68,447千円の支出）となりました。これは主

に、有価証券の取得による支出200,000千円及び投資有価証券の取得による支出92,303千円により資金が減少

いたしましたが、定期預金の払戻による収入348,000千円により、38,085千円の増加となっております。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動に使用した資金は38,473千円（前年同四半期は38,389千円の支出）となりました。これは配当金

の支払いによる支出38,473千円の影響であります。 
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(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２四半期連結会計期間 

(平成26年６月30日) 

資産の部         

  流動資産         

    現金及び預金   1,178,231   1,472,473 

    受取手形及び売掛金   1,101,504   623,080 

    有価証券   1,218,304   1,188,763 

    商品及び製品   －   77,350 

    仕掛品   310,783   507,066 

    原材料及び貯蔵品   233,637   326,246 

    繰延税金資産   54,881   71,176 

    その他   18,909   16,925 

    貸倒引当金   △8,800   △5,000 

    流動資産合計   4,107,451   4,278,084 

  固定資産         

    有形固定資産         

      建物及び構築物（純額）   147,589   141,478 

      機械装置及び運搬具（純額）   613   487 

      土地   238,226   238,226 

      その他（純額）   26,675   20,776 

      有形固定資産合計   413,105   400,970 

    無形固定資産         

      その他   90,376   95,600 

      無形固定資産合計   90,376   95,600 

    投資その他の資産         

      投資有価証券   857,823   944,795 

      繰延税金資産   48,701   40,094 

      その他   225,786   229,884 

      貸倒引当金   △22,012   △22,012 

      投資その他の資産合計   1,110,299   1,192,761 

    固定資産合計   1,613,781   1,689,332 

  資産合計   5,721,233   5,967,416 
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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２四半期連結会計期間 

(平成26年６月30日) 

負債の部         

  流動負債         

    支払手形及び買掛金   491,697   601,256 

    短期借入金   120,000   120,000 

    未払法人税等   13,570   23,349 

    賞与引当金   25,963   25,490 

    製品保証引当金   76,539   71,129 

    その他   200,102   152,457 

    流動負債合計   927,872   993,682 

  固定負債         

    退職給付引当金   169,038   168,466 

    役員退職慰労引当金   144,350   132,821 

    その他   120   120 

    固定負債合計   313,508   301,407 

  負債合計   1,241,381   1,295,090 

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   4,012,080 

    自己株式   △331   △331 

    株主資本合計   4,447,389   4,630,248 

  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   42,077 

    その他の包括利益累計額合計   32,462   42,077 

  純資産合計   4,479,852   4,672,325 

負債純資産合計   5,721,233   5,967,416 
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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:千円) 

 

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成26年１月１日 

 至 平成26年６月30日) 

売上高   1,397,742   1,757,004 

売上原価   1,022,734   1,245,953 

売上総利益   375,008   511,050 

販売費及び一般管理費   336,511   290,369 

営業利益   38,497   220,680 

営業外収益         

  受取利息   4,597   2,781 

  受取配当金   2,179   2,750 

  貸倒引当金戻入額   2,500   3,800 

  その他   3,528   1,123 

  営業外収益合計   12,805   10,455 

営業外費用         

  支払利息   645   621 

  売上割引   596   692 

  その他   17   60 

  営業外費用合計   1,258   1,373 

経常利益   50,043   229,762 

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   72   307 

  特別損失合計   72   307 

税金等調整前四半期純利益   50,927   229,455 

法人税、住民税及び事業税   14,178   21,048 

法人税等調整額   △12,008   △12,932 

法人税等合計   2,169   8,115 

少数株主損益調整前四半期純利益   48,757   221,339 

四半期純利益   48,757   221,339 
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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:千円) 

 

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成26年１月１日 

 至 平成26年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益   48,757   221,339 

その他の包括利益         

  その他有価証券評価差額金   8,757   9,614 

  その他の包括利益合計   8,757   9,614 

四半期包括利益   57,515   230,954 

（内訳）         

  親会社株主に係る四半期包括利益   57,515   230,954 
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  (単位:千円) 

 

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成26年１月１日 

 至 平成26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利益   50,927   229,455 

  減価償却費   15,627   25,794 

  貸倒引当金の増減額（△は減少）   △2,500   △3,800 

  賞与引当金の増減額（△は減少）   1,120   △473 

  製品保証引当金の増減額（△は減少）   △13,448   △5,409 

  退職給付引当金の増減額（△は減少）   5,741   △571 

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）   4,122   △11,528 

  受取利息及び受取配当金   △6,776   △5,532 

  支払利息   645   621 

  投資有価証券売却損益（△は益）   △955   － 

  固定資産除却損   72   307 

  その他   △13   － 

  売上債権の増減額（△は増加）   307,493   478,423 

  たな卸資産の増減額（△は増加）   224,866   △366,243 

  その他の資産の増減額（△は増加）   6,189   1,991 

  仕入債務の増減額（△は減少）   △363,791   109,558 

  その他の負債の増減額（△は減少）   50,195   △48,313 

  小計   279,513   404,279 

  利息及び配当金の受取額   6,886   5,975 

  利息の支払額   △646   △617 

  法人税等の支払額   △3,088   △11,431 

  法人税等の還付額   2,748   － 

  営業活動によるキャッシュ・フロー   285,414   398,205 

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   △345,000   △45,000 

  定期預金の払戻による収入   348,000   348,000 

  有価証券の取得による支出   －   △200,000 

  有形固定資産の取得による支出   △6,211   △3,213 

  無形固定資産の取得による支出   △36,920   △15,154 

  投資有価証券の取得による支出   △143,035   △92,303 

  投資有価証券の売却及び償還による収入   121,438   50,000 

  その他の支出   △7,518   △7,636 

  その他の収入   800   3,392 

  投資活動によるキャッシュ・フロー   △68,447   38,085 

財務活動によるキャッシュ・フロー         

  配当金の支払額   △38,389   △38,473 

  財務活動によるキャッシュ・フロー   △38,389   △38,473 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）   178,578   397,817 

現金及び現金同等物の期首残高   1,798,582   1,608,230 

現金及び現金同等物の四半期末残高   1,977,160   2,006,047 
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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。 
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