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(百万円未満切捨て)
１．平成27年12月期第２四半期の連結業績（平成27年１月１日～平成27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 ％

27年12月期第２四半期 2,308 31.4 49 △77.7 51 △77.6 34 △84.6

26年12月期第２四半期 1,757 25.7 220 473.2 229 359.1 221 354.0
(注) 包括利益 27年12月期第２四半期 43百万円(△81.2％) 26年12月期第２四半期 230百万円( 301.6％)
　

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12月期第２四半期 22.13 －

26年12月期第２四半期 143.80 －
　

　

（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 ％

27年12月期第２四半期 6,014 4,657 77.4

26年12月期 6,448 4,676 72.5
(参考) 自己資本 27年12月期第２四半期 4,657百万円 26年12月期 4,676百万円
　

　

　

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

26年12月期 － 0.00 － 41.00 41.00

27年12月期 － 0.00

27年12月期(予想) － 32.00 32.00

(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27年12月期の連結業績予想（平成27年１月１日～平成27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 3,997 10.1 249 47.0 257 21.9 166 △21.1 108.39
(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) 27年12月期２Ｑ 1,539,600株 26年12月期 1,539,600株

② 期末自己株式数 27年12月期２Ｑ 418株 26年12月期 389株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年12月期２Ｑ 1,539,198株 26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、海外景気の下振れリスクがあるものの、国内の雇用環

境及び所得環境の着実な改善により、景況感は緩やかな回復を続けております。 

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、非接触ＩＣカードシステムに関連した運賃

収受システムの更新需要に加え、「バスロケーションシステム」の新規導入需要がありました。 

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更新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・商品並びに「バスロケーションシステ

ム」関連商品の拡販を進めてまいりました。 

しかしながら、新規性の高い一部案件において設計開発費用が想定よりも多大に計上されたことにより、

売上総利益率が低下いたしました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は2,308,139千円（前年同四半期比31.4％増）、営業利益

は49,144千円（前年同四半期比77.7％減）、経常利益は51,414千円（前年同四半期比77.6％減）、四半期純

利益は34,066千円（前年同四半期比84.6％減）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438,787千円減少し、4,335,887千

円となりました。これは主に、現金及び預金が252,680千円増加したものの、たな卸資産が482,938千円、有

価証券が207,505千円減少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資産は、前連結会計年度末に比べて4,680千円増加し、1,678,731千円

となりました。 

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411,286千円減少し、1,045,314千

円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が454,590千円減少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3,161千円減少し、312,129千円と

なりました。 

当第２四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19,659千円減少し、4,657,174千円と

なりました。 

 

   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344,885千円減少し、1,661,161千円となりました。 

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135,311千円（前年同四半期は398,205千円の収入）となりました。これは

主に、仕入債務の減少454,590千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53,8

13千円及びたな卸資産の減少482,938千円によるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動に使用した資金は15,272千円（前年同四半期は38,085千円の収入）となりました。これは主に、

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入430,690千円により資金が増加いたしましたが、有価証

券及び投資有価証券の取得による支出431,448千円並びに有形固定資産の取得による支出12,608千円によるも

のであります。 

 

（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63,211千円（前年同四半期は38,473千円の支出）となりました。これは主に、

配当金の支払いによる支出を63,176千円計上したことによるものであります。 
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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27年12月期の業績見通しにつきましては、平成27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26年12月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成27年６月30日) 

資産の部         

  流動資産         

    現金及び預金   972,777   1,225,457 

    受取手形及び売掛金   1,137,242   1,140,502 

    有価証券   1,329,646   1,122,141 

    商品及び製品   89,960   48,425 

    仕掛品   676,187   423,015 

    原材料   457,531   269,300 

    繰延税金資産   91,282   101,038 

    その他   29,146   15,106 

    貸倒引当金   △9,100   △9,100 

    流動資産合計   4,774,675   4,335,887 

  固定資産         

    有形固定資産         

      建物及び構築物（純額）   135,004   129,046 

      機械装置及び運搬具（純額）   344   269 

      土地   238,226   238,226 

      その他（純額）   34,034   37,294 

      有形固定資産合計   407,610   404,836 

    無形固定資産         

      その他   84,924   74,483 

      無形固定資産合計   84,924   74,483 

    投資その他の資産         

      投資有価証券   936,013   957,270 

      繰延税金資産   30,113   22,448 

      その他   237,814   242,117 

      貸倒引当金   △22,425   △22,425 

      投資その他の資産合計   1,181,516   1,199,411 

    固定資産合計   1,674,051   1,678,731 

  資産合計   6,448,726   6,014,618 
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  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成26年12月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成27年６月30日) 

負債の部         

  流動負債         

    支払手形及び買掛金   1,082,155   627,565 

    短期借入金   120,000   120,000 

    未払法人税等   26,906   22,969 

    賞与引当金   25,930   26,235 

    製品保証引当金   79,917   68,016 

    その他   121,691   180,527 

    流動負債合計   1,456,600   1,045,314 

  固定負債         

    役員退職慰労引当金   137,892   124,961 

    退職給付に係る負債   177,279   187,047 

    その他   120   120 

    固定負債合計   315,291   312,129 

  負債合計   1,771,891   1,357,444 

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   4,002,227   3,973,186 

    自己株式   △362   △397 

    株主資本合計   4,620,365   4,591,288 

  その他の包括利益累計額         

    その他有価証券評価差額金   56,469   65,886 

    その他の包括利益累計額合計   56,469   65,886 

  純資産合計   4,676,834   4,657,174 

負債純資産合計   6,448,726   6,014,618 
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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26年１月１日 

 至 平成26年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成27年１月１日 

 至 平成27年６月30日) 

売上高   1,757,004   2,308,139 

売上原価   1,245,953   1,934,963 

売上総利益   511,050   373,176 

販売費及び一般管理費   290,369   324,032 

営業利益   220,680   49,144 

営業外収益         

  受取利息   2,781   2,552 

  受取配当金   2,750   3,039 

  貸倒引当金戻入額   3,800   － 

  その他   1,123   1,648 

  営業外収益合計   10,455   7,241 

営業外費用         

  支払利息   621   610 

  売上割引   692   4,267 

  その他   60   92 

  営業外費用合計   1,373   4,970 

経常利益   229,762   51,414 

特別利益         

  投資有価証券売却益   －   2,463 

  特別利益合計   －   2,463 

特別損失         

  固定資産除却損   307   62 

  投資有価証券売却損   －   2 

  特別損失合計   307   64 

税金等調整前四半期純利益   229,455   53,813 

法人税、住民税及び事業税   21,048   21,991 

法人税等調整額   △12,932   △2,244 

法人税等合計   8,115   19,747 

少数株主損益調整前四半期純利益   221,339   34,066 

四半期純利益   221,339   34,066 
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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26年１月１日 

 至 平成26年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成27年１月１日 

 至 平成27年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益   221,339   34,066 

その他の包括利益         

  その他有価証券評価差額金   9,614   9,416 

  その他の包括利益合計   9,614   9,416 

四半期包括利益   230,954   43,483 

（内訳）         

  親会社株主に係る四半期包括利益   230,954   43,483 
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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26年１月１日 

 至 平成26年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成27年１月１日 

 至 平成27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   229,455   53,813 

  減価償却費   25,794   26,544 

  貸倒引当金の増減額（△は減少）   △3,800   － 

  賞与引当金の増減額（△は減少）   △473   305 

  製品保証引当金の増減額（△は減少）   △5,409   △11,900 

  退職給付に係る負債の増減額（△は減少）   △571   9,768 

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）   △11,528   △12,930 

  受取利息及び受取配当金   △5,532   △5,592 

  支払利息   621   610 

  投資有価証券売却損益（△は益）   －   △2,461 

  固定資産除却損   307   62 

  その他   －   △127 

  売上債権の増減額（△は増加）   478,423   △3,259 

  たな卸資産の増減額（△は増加）   △366,243   482,938 

  その他の資産の増減額（△は増加）   1,991   14,548 

  仕入債務の増減額（△は減少）   109,558   △454,590 

  その他の負債の増減額（△は減少）   △48,313   57,232 

  小計   404,279   154,961 

  利息及び配当金の受取額   5,975   5,788 

  利息の支払額   △617   △613 

  法人税等の支払額   △11,431   △24,824 

  営業活動によるキャッシュ・フロー   398,205   135,311 

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   △45,000   △45,000 

  定期預金の払戻による収入   348,000   48,000 

  有価証券及び投資有価証券の取得による支出   △292,303   △431,448 

  有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入 

  50,000   430,690 

  有形固定資産の取得による支出   △3,213   △12,608 

  無形固定資産の取得による支出   △15,154   △215 

  その他の支出   △7,636   △7,299 

  その他の収入   3,392   2,607 

  投資活動によるキャッシュ・フロー   38,085   △15,272 

財務活動によるキャッシュ・フロー         

  自己株式の取得による支出   －   △35 

  配当金の支払額   △38,473   △63,176 

  財務活動によるキャッシュ・フロー   △38,473   △63,211 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）   397,817   56,827 

現金及び現金同等物の期首残高   1,608,230   1,604,334 

現金及び現金同等物の期末残高   2,006,047   1,661,161 
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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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