




（参考）

平成28年９月期の個別業績予想（平成27年10月１日～平成28年９月30日）

（％表示は、対前期増減率）

円 銭

通 期

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無　：　有

 ※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　　（将来に関する記述等についてのご注意）

　　 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。

百万円％百万円 ％百万円 ％ 百万円 ％

300 △ 38.6 △ 900

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

74.80－ 1,500 △ 39.8 3,100 －
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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の経済は、企業収益や雇用情勢に改善が見られ、緩や

かな回復が見られたものの、新興国経済の減速や金融市場の混乱、円高の進行等により、企業の景

況感や個人消費の先行きに不透明感が拡大する状況で推移いたしました。

このような経済環境のもとで、当社グループのセグメント別売上高は以下の状況となりました。

輸送機器関連事業につきましては、鉄道車両機器部門及び中国子会社が売上増となったことによ

り、前年同期比3.1％増の20,412百万円となりました。

電気機器関連事業につきましては、照明、情報システム、交通システム各部門が売上減となった

ことにより、前年同期比6.8％減の17,232百万円となりました。

住設環境関連事業につきましては、住設機器、環境システム両部門ともに売上減となったことに

より、前年同期比13.2％減の1,258百万円となりました。

これらの結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループ全体の売上高は、前年同期比2.1

％減の38,903百万円となりました。

損益につきましては、原価低減及び経費削減に努めたものの、営業利益は前年同期比14.2％減の

4,130百万円と前年同期に比べ減少し、営業利益の減少を受け、経常利益も前年同期比14.9％減の

3,866百万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、航空機シート事

業の損害賠償引当金戻入額を特別利益に計上したこと等により3,028百万円（前年同四半期は

11,322百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）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資産につきましては、流動資産は受取手形及び売掛金の減少4,673

百万円、有価証券の減少921百万円などにより、前連結会計年度末に比べ6,121百万円減少し、

30,586百万円となりました。また、固定資産は投資有価証券の減少408百万円などにより、前連結

会計年度末に比べ601百万円減少し、12,635百万円となりました。これらの結果、資産合計は前連

結会計年度末に比べ6,722百万円減少し、43,221百万円となりました。

負債につきましては、長期借入金の増加7,961百万円、短期借入金の減少8,224百万円、損害賠償

引当金の減少7,552百万円などにより、前連結会計年度末に比べ8,471百万円減少し、33,192百万円

となりました。

純資産につきましては、親会社株主に帰属する四半期純利益3,028百万円、為替換算調整勘定の減

少703百万円などにより、前連結会計年度末に比べ1,749百万円増加し、10,029百万円となりまし

た。

　

また、当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動

によるキャッシュ・フローは税金等調整前四半期純利益4,943百万円、売上債権の減少3,398百万円

などの増加に対し、損害賠償金の支払額6,468百万円などの減少により、796万円の使用となりまし

た。

投資活動によるキャッシュ・フローは投資有価証券の償還による収入105百万円、有形固定資産の

取得による支出49百万円などにより、12百万円の増加となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入れによる収入10,000百万円、短期借入金の純減額

8,200百万円、非支配株主への配当金の支払額1,275百万円などにより、466百万円の増加となりま

した。

これらの結果、現金及び現金同等物の当第３四半期連結会計期間末残高は5,713百万円となり、前

連結会計年度末に比べ628百万円の減少となりました。
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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

通期の連結業績予想につきましては、以下のとおり修正を行っております。

売上高は、国内鉄道・公共事業向けの売上減少及び海外売上の為替換算の影響により、前回発表

予想に対し減収となる見通しであります。

これを受けて営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益も前回発表予想に対し減

益となる見通しであります。

平成28年９月期 通期（平成27年10月１日～平成28年９月30日）予想数値の修正内容

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(Ａ) 54,700 5,900 5,700 4,100 98.93

今回修正予想(Ｂ) 52,700 5,300 5,000 3,600 86.87

増 減 額(Ｂ－Ａ) △2,000 △600 △700 △500 12.06

増 減 率 (％) △3.7 △10.2 △12.3 △12.2 －

（ご参考）前期実績 52,674 5,434 4,901 △10,883 △262.58

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。
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２．サマリー情報(注記事項)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

　 会計方針の変更

（企業結合に関する会計基準の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計

基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。

以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平

成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用

し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計

上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更してお

ります。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会

計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半

期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及

び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映さ

せるため、前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び

連結財務諸表の組替えを行っております。

当第３四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変

動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動による

キャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしく

は連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシ

ュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載しております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項

(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結

会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。

これによる損益への影響はありません。

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱

い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当第３四半期連結会計期間に適用し、平成28年

４月１日以後に取得する建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更

しております。

なお、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表への影響額はありません。
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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：百万円)

前連結会計年度
(平成27年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,420 5,713

受取手形及び売掛金 18,893 14,219

有価証券 921 －

製品 3,417 4,179

仕掛品 2,734 2,103

原材料及び貯蔵品 4,806 4,044

繰延税金資産 113 157

その他 845 544

貸倒引当金 △444 △376

流動資産合計 36,707 30,586

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,753 2,609

機械装置及び運搬具（純額） 174 132

工具、器具及び備品（純額） 174 144

土地 2,971 2,971

有形固定資産合計 6,074 5,858

無形固定資産 230 196

投資その他の資産

投資有価証券 6,540 6,132

繰延税金資産 100 96

その他 299 360

貸倒引当金 △8 △8

投資その他の資産合計 6,931 6,581

固定資産合計 13,236 12,635

資産合計 49,943 43,221
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,930 8,397

短期借入金 12,224 4,000

1年内返済予定の長期借入金 70 2,053

未払法人税等 234 175

賞与引当金 465 700

その他 3,950 2,971

流動負債合計 26,875 18,298

固定負債

長期借入金 1,057 9,018

繰延税金負債 937 794

役員退職慰労引当金 306 321

環境対策引当金 191 191

損害賠償引当金 7,552 －

退職給付に係る負債 4,671 4,491

その他 71 75

固定負債合計 14,788 14,893

負債合計 41,663 33,192

純資産の部

株主資本

資本金 9,214 9,214

資本剰余金 8,211 8,211

利益剰余金 △14,646 △11,618

自己株式 △52 △54

株主資本合計 2,726 5,753

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,968 1,795

為替換算調整勘定 674 △28

退職給付に係る調整累計額 △159 △172

その他の包括利益累計額合計 2,484 1,594

非支配株主持分 3,068 2,682

純資産合計 8,279 10,029

負債純資産合計 49,943 43,221
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年10月１日
　至 平成27年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 39,739 38,903

売上原価 30,626 30,848

売上総利益 9,112 8,055

販売費及び一般管理費 4,296 3,924

営業利益 4,816 4,130

営業外収益

受取利息 111 47

受取配当金 51 53

為替差益 207 －

貸倒引当金戻入額 79 －

その他 81 216

営業外収益合計 530 318

営業外費用

支払利息 54 151

為替差損 － 172

航空事業安全対策費 499 34

その他 248 222

営業外費用合計 802 582

経常利益 4,544 3,866

特別利益

固定資産売却益 0 3

投資有価証券償還益 － 6

損害賠償引当金戻入額 － 1,068

特別利益合計 0 1,078

特別損失

固定資産除売却損 0 1

損害賠償引当金繰入額 14,091 －

特別損失合計 14,091 1

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前
四半期純損失（△）

△9,547 4,943

法人税等 700 581

四半期純利益又は四半期純損失（△） △10,247 4,362

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会
社株主に帰属する四半期純損失（△）

△11,322 3,028

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,075 1,334

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,138 △173

為替換算調整勘定 724 △1,320

退職給付に係る調整額 △15 △13

その他の包括利益合計 1,848 △1,507

四半期包括利益 △8,399 2,854

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △9,807 2,138

非支配株主に係る四半期包括利益 1,408 716
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年10月１日
　至 平成27年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
　至 平成28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又は税金等調整
前四半期純損失（△）

△9,547 4,943

減価償却費 291 281

貸倒引当金の増減額（△は減少） 50 △10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △235 △193

賞与引当金の増減額（△は減少） 224 235

損害賠償引当金繰入額 14,091 －

損害賠償引当金戻入額 － △1,068

受取利息及び受取配当金 △162 △101

支払利息 54 151

投資有価証券償還損益（△は益） － △6

固定資産除売却損益（△は益） 0 △1

売上債権の増減額（△は増加） 1,869 3,398

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,781 △67

仕入債務の増減額（△は減少） △1,957 △992

その他 △95 △343

小計 2,802 6,224

利息及び配当金の受取額 168 107

利息の支払額 △54 △143

損害賠償金の支払額 △460 △6,468

法人税等の支払額 △1,025 △516

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,430 △796

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入 500 －

有形固定資産の取得による支出 △52 △49

有形固定資産の売却による収入 0 3

無形固定資産の取得による支出 △33 △42

投資有価証券の取得による支出 △3 △3

投資有価証券の償還による収入 900 105

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,310 12

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △2,702 △8,200

長期借入れによる収入 － 10,000

長期借入金の返済による支出 △55 △55

非支配株主への配当金の支払額 △746 △1,275

その他 △3 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,508 466

現金及び現金同等物に係る換算差額 154 △310

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △613 △628

現金及び現金同等物の期首残高 6,679 6,341

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,066 5,713
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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。

（セグメント情報等）

　Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成26年10月１日 至 平成27年６月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
(注) １

四半期連結
損益及び包括
利益計算書
計上額
(注) ２

輸送機器
関連事業

電気機器
関連事業

住設環境
関連事業

合計

売上高

外部顧客への売上高 19,796 18,493 1,449 39,739 － 39,739

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,707 1,047 － 2,754 △2,754 －

計 21,504 19,540 1,449 42,494 △2,754 39,739

セグメント利益又は損失（△） 3,832 1,603 △8 5,426 △610 4,816

(注) １．セグメント利益又は損失（△）の調整額△610百万円は、各報告セグメントに配分していない提出会社の管

理部門等に係る費用であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っておりま

す。

　Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成27年10月１日 至 平成28年６月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
(注) １

四半期連結
損益及び包括
利益計算書
計上額
(注) ２

輸送機器
関連事業

電気機器
関連事業

住設環境
関連事業

合計

売上高

外部顧客への売上高 20,412 17,232 1,258 38,903 － 38,903

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,970 985 － 2,955 △2,955 －

計 22,382 18,218 1,258 41,859 △2,955 38,903

セグメント利益 4,343 391 11 4,745 △614 4,130

(注) １．セグメント利益の調整額△614百万円は、各報告セグメントに配分していない提出会社の管理部門等に係る

費用であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。
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