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1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26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 ％

27年3月期第2四半期 8,376 △4.2 16 △90.5 193 △57.6 146 △46.8
26年3月期第2四半期 8,741 6.6 168 31.0 456 45.7 275 26.5

（注）包括利益 27年3月期第2四半期 616百万円 （9.4％） 26年3月期第2四半期 564百万円 （263.8％）

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

27年3月期第2四半期 8.21 ―
26年3月期第2四半期 15.44 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第2四半期 36,152 18,617 41.5
26年3月期 36,547 17,833 39.0
（参考）自己資本 27年3月期第2四半期 14,997百万円 26年3月期 14,269百万円

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

26年3月期 ― ― ― 7.00 7.00
27年3月期 ― ―
27年3月期（予想） ― 7.00 7.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27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 ： 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 21,000 △3.1 900 △26.7 1,200 △27.3 800 △30.9 44.90



(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、四半期連結財務諸表に
対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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２ページ「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 ： 有
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） 27年3月期2Q 18,018,000 株 26年3月期 18,018,000 株
② 期末自己株式数 27年3月期2Q 203,506 株 26年3月期 199,949 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期2Q 17,816,604 株 26年3月期2Q 17,822,203 株
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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世界経済は、米国の雇用改善や景気拡大が継続する一方、欧州は長期化する

債務問題の不安感を払拭できず、また中国をはじめとした新興国の経済成長の減速などとともに、テロや疫病のリ

スクも加わり世界経済の先行きはますます不透明感を増してきました。 

一方で、わが国経済は、政府の経済政策や日銀の金融緩和政策を背景に緩やかな回復傾向が見られる一方で、円

安による原材料及びエネルギー価格等の上昇に加えて、消費税増税に伴う駆け込み需要の反動などから企業生産や

個人消費が停滞するなど、依然として企業を取り巻く環境は先行き不透明な厳しい経営環境で推移しました。 

このような状況のもと、当社グループは受注の獲得と拡大に取り組んでまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は83億76百万円（前年同期比4.2％減）となりました。営業

利益は16百万円（前年同期比90.5％減）、経常利益は１億93百万円（前年同期比57.6％減）、四半期純利益は１億

46百万円（前年同期比46.8％減）となりました。 

セグメントの業績につきましては、鉄道信号関連事業については、運行管理システム等のシステム製品及び踏切

障害物検知装置・閉塞装置・集中監視装置・ＡＴＳ地上子等のフィールド製品は増加しましたが、ＡＴＣ（自動列

車制御装置）・電子連動装置等のシステム製品及び軌道回路・踏切装置などのフィールド製品が減少し、売上高は

75億36百万円（前年同期比3.2％減）、セグメント利益は４億53百万円（前年同期比29.8％減）となりました。 

産業用機器関連事業については、非接触ＩＤシステム・金型等は増加しましたが、可塑成形・エネルギー監視シ

ステム等が減少し、売上高は６億52百万円（前年同期比15.4％減）、セグメント損失は22百万円（前年同期は11百

万円の利益）となりました。 

不動産関連事業については、売上高は１億87百万円（前年同期比1.2％増）、セグメント利益は88百万円（前年同

期比1.4％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総資産は、前連結会計年度末に比べ３億95百万円減少し、361億52百万円と

なりました。これは、たな卸資産が17億20百万円、投資有価証券が６億82百万円それぞれ増加しましたが、受取手

形及び売掛金が29億53百万円減少したことなどによるものです。 

当第２四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ11億80百万円減少し、175億34百万円とな

りました。これは、長期借入金が４億79百万円、未払法人税等が２億92百万円それぞれ減少したことなどによるも

のです。 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ７億84百万円増加し、186億17百万円と

なりました。これは、その他有価証券評価差額金が３億84百万円、利益剰余金が３億33百万円増加したことなどに

よるものです。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当第２四半期連結累計期間は、売上高及び利益ともに前回発表予想を下回りました。売上高については、フィー

ルド製品などは伸長しましたが、システム製品が伸び悩んだこと等により減少しました。それに伴い利益も前回発

表予想を下回りました。 

なお、通期の連結業績予想につきましては、第２四半期としては下期へのずれ込みが発生したものの、通期とし

ては概ね予想通りに推移しており、売上高及び利益は平成26年５月19日に開示しました業績予想に変更はありませ

ん。 
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 (会計方針の変更) 

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付

適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについ

て第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰

属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間につい

て従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間

ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。 

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２四半

期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が485,123千円減少し、利益剰余金が312,419

千円増加しております。また、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に

与える影響は軽微であります。 
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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26年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 
(平成26年９月30日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 4,571,103 4,769,883 

    受取手形及び売掛金 7,712,728 4,759,145 

    商品及び製品 2,461,577 2,529,515 

    仕掛品 4,012,410 5,382,574 

    原材料及び貯蔵品 2,257,169 2,539,463 

    その他 824,020 916,443 

    貸倒引当金 △5,844 △5,242 

    流動資産合計 21,833,165 20,891,783 

  固定資産     

    有形固定資産     

      土地 6,431,327 6,431,327 

      その他（純額） 3,051,617 2,990,927 

      有形固定資産合計 9,482,944 9,422,255 

    無形固定資産 177,810 149,182 

    投資その他の資産     

      投資有価証券 4,536,054 5,218,370 

      その他 520,509 473,374 

      貸倒引当金 △2,500 △2,500 

      投資その他の資産合計 5,054,064 5,689,245 

    固定資産合計 14,714,819 15,260,682 

  資産合計 36,547,985 36,152,465 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 3,998,977 4,267,270 

    短期借入金 3,754,200 3,699,200 

    未払法人税等 327,241 35,205 

    賞与引当金 767,663 578,276 

    役員賞与引当金 31,630 14,002 

    製品補修引当金 302,896 259,786 

    受注損失引当金 12,766 12,766 

    その他 1,459,955 1,310,468 

    流動負債合計 10,655,331 10,176,974 

  固定負債     

    長期借入金 1,702,700 1,223,100 

    役員退職慰労引当金 123,195 106,452 

    製品補修引当金 230,000 230,000 

    特別修繕引当金 90,000 97,500 

    退職給付に係る負債 2,319,573 1,841,017 

    その他 3,594,138 3,859,437 

    固定負債合計 8,059,607 7,357,506 

  負債合計 18,714,938 17,534,480 
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                      (単位：千円) 

                    
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 
(平成26年９月30日) 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 1,500,039 1,500,039 

    資本剰余金 1,233,716 1,233,716 

    利益剰余金 10,478,989 10,812,963 

    自己株式 △55,588 △56,719 

    株主資本合計 13,157,158 13,490,000 

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 1,222,830 1,606,844 

    退職給付に係る調整累計額 △110,852 △99,434 

    その他の包括利益累計額合計 1,111,978 1,507,409 

  少数株主持分 3,563,910 3,620,573 

  純資産合計 17,833,047 18,617,984 

負債純資産合計 36,547,985 36,152,465 
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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４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

売上高 8,741,747 8,376,828 

売上原価 6,473,600 6,263,996 

売上総利益 2,268,146 2,112,832 

販売費及び一般管理費 2,099,527 2,096,753 

営業利益 168,618 16,078 

営業外収益     

  受取配当金 48,445 50,073 

  負ののれん償却額 139,841 139,841 

  出資金償還益 132,976 － 

  雑収入 11,832 28,390 

  営業外収益合計 333,096 218,305 

営業外費用     

  支払利息 37,779 36,489 

  雑損失 7,580 4,621 

  営業外費用合計 45,360 41,111 

経常利益 456,355 193,273 

特別損失     

  固定資産除却損 24 39 

  投資有価証券評価損 － 239 

  特別損失合計 24 279 

税金等調整前四半期純利益 456,330 192,994 

法人税、住民税及び事業税 41,232 36,814 

法人税等調整額 89,511 △11,502 

法人税等合計 130,743 25,312 

少数株主損益調整前四半期純利益 325,587 167,681 

少数株主利益 50,371 21,400 

四半期純利益 275,215 146,280 
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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４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 325,587 167,681 

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 238,523 437,876 

  退職給付に係る調整額 － 11,417 

  その他の包括利益合計 238,523 449,294 

四半期包括利益 564,110 616,975 

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 482,327 541,712 

  少数株主に係る四半期包括利益 81,783 75,263 
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（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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