
平成26年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成26年11月12日

上 場 会 社 名 株式会社小田原機器 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 7314 URL http://www.odawarakiki.com
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 入山 圭司
問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 平野 光利 (TEL)0465-23-0121
四半期報告書提出予定日 平成26年11月12日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無 　
　

(百万円未満切捨て)
１．平成26年12月期第３四半期の連結業績（平成26年１月１日～平成26年９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３四半期 2,464 35.5 276 － 284 － 266 －

25年12月期第３四半期 1,817 34.6 △5 － 7 － 22 －
(注) 包括利益 26年12月期第３四半期 278百万円( 690.4％) 25年12月期第３四半期 35百万円( －％)
　

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３四半期 173.41 －

25年12月期第３四半期 14.58 －
　

　

（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３四半期 6,220 4,719 75.9

25年12月期 5,721 4,479 78.3
(参考) 自己資本 26年12月期第３四半期 4,719百万円 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３Ｑ 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３Ｑ 389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３Ｑ 1,539,235株 25年12月期３Ｑ 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３四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あったも

のの、企業収益及び雇用情勢等が好調に推移していることもあり、景況感は改善傾向で推移いたしました。 

当社グループ製品の主要市場である路線バス業界においては、引き続き非接触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動きがありました。 

このような状況のもとで当社グループは、関西圏（PiTaPaエリア）及び地方を中心とした運賃収受システ

ムの代替案件の取り込みに加え、液晶運賃表示器及び音声合成装置等の「バス統合管理モジュール」製品・

商品群の拡販を進めてまいりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は2,464,032千円（前年同四半期比35.5％増）、営業利益

は276,058千円（前年同四半期は5,894千円の営業損失）、経常利益は284,061千円（前年同四半期比

3,758.7％増）、四半期純利益は266,912千円（前年同四半期比1,089.7％増）となりました。 

 

(2) 財政状態に関する説明 

当第３四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443,609千円増加し、4,551,061千

円となりました。これは主に、仕掛品が424,615千円増加したことによるものであります。 

当第３四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56,106千円増加し、1,669,888千円

となりました。これは主に、投資有価証券が57,787千円増加したことによるものであります。 

当第３四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267,414千円増加し、1,195,286千

円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が316,274千円増加したことによるものであります。 

当第３四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7,323千円減少し、306,185千円と

なりました。 

当第３四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239,625千円増加し、4,719,477千円

となりました。これは主に、四半期純利益266,912千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３四半期連結会計期間 

(平成26年９月30日) 

資産の部         

  流動資産         

    現金及び預金   1,178,231   812,269 

    受取手形及び売掛金   1,101,504   926,674 

    有価証券   1,218,304   1,379,167 

    商品及び製品   －   77,025 

    仕掛品   310,783   735,398 

    原材料及び貯蔵品   233,637   501,330 

    繰延税金資産   54,881   84,878 

    その他   18,909   41,718 

    貸倒引当金   △8,800   △7,400 

    流動資産合計   4,107,451   4,551,061 

  固定資産         

    有形固定資産         

      建物及び構築物（純額）   147,589   138,271 

      機械装置及び運搬具（純額）   613   424 

      土地   238,226   238,226 

      その他（純額）   26,675   39,082 

      有形固定資産合計   413,105   416,006 

    無形固定資産         

      その他   90,376   88,930 

      無形固定資産合計   90,376   88,930 

    投資その他の資産         

      投資有価証券   857,823   915,611 

      繰延税金資産   48,701   40,267 

      その他   225,786   231,084 

      貸倒引当金   △22,012   △22,012 

      投資その他の資産合計   1,110,299   1,164,951 

    固定資産合計   1,613,781   1,669,888 

  資産合計   5,721,233   6,220,949 
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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３四半期連結会計期間 

(平成26年９月30日) 

負債の部         

  流動負債         

    支払手形及び買掛金   491,697   807,972 

    短期借入金   120,000   120,000 

    未払法人税等   13,570   40,746 

    賞与引当金   25,963   55,642 

    製品保証引当金   76,539   63,480 

    その他   200,102   107,445 

    流動負債合計   927,872   1,195,286 

  固定負債         

    退職給付引当金   169,038   171,244 

    役員退職慰労引当金   144,350   134,820 

    その他   120   120 

    固定負債合計   313,508   306,185 

  負債合計   1,241,381   1,501,471 

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   4,057,653 

    自己株式   △331   △362 

    株主資本合計   4,447,389   4,675,790 

  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   43,686 

    その他の包括利益累計額合計   32,462   43,686 

  純資産合計   4,479,852   4,719,477 

負債純資産合計   5,721,233   6,220,949 
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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３四半期連結累計期間） 
  (単位:千円) 

 

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成26年１月１日 

 至 平成26年９月30日) 

売上高   1,817,930   2,464,032 

売上原価   1,342,038   1,769,648 

売上総利益   475,891   694,384 

販売費及び一般管理費   481,785   418,325 

営業利益又は営業損失（△）   △5,894   276,058 

営業外収益         

  受取利息   5,924   4,094 

  受取配当金   2,283   2,896 

  受取保険料   500   226 

  貸倒引当金戻入額   2,500   1,400 

  その他   3,904   1,428 

  営業外収益合計   15,112   10,046 

営業外費用         

  支払利息   969   935 

  売上割引   869   1,020 

  その他   17   87 

  営業外費用合計   1,856   2,044 

経常利益   7,361   284,061 

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   441 

  特別損失合計   72   441 

税金等調整前四半期純利益   8,245   283,620 

法人税、住民税及び事業税   15,837   44,393 

法人税等調整額   △30,027   △27,686 

法人税等合計   △14,189   16,707 

少数株主損益調整前四半期純利益   22,434   266,912 

四半期純利益   22,434   266,912 
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（四半期連結包括利益計算書） 

 （第３四半期連結累計期間） 
  (単位:千円) 

 

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成26年１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   22,434   266,912 

その他の包括利益         

  その他有価証券評価差額金   12,755   11,224 

  その他の包括利益合計   12,755   11,224 

四半期包括利益   35,190   278,136 

（内訳）         

  親会社株主に係る四半期包括利益   35,190   278,136 
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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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