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1. 平成29年3月期第3四半期の連結業績（平成28年4月1日～平成28年12月31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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年3月期第3四半期 12,298 △3.5 △138 ― 137 △73.4 113 △68.0
28年3月期第3四半期 12,744 △0.9 252 △6.0 516 △2.0 355 0.9

（注）包括利益 29年3月期第3四半期 182百万円 （△84.6％） 28年3月期第3四半期 1,187百万円 （9.9％）

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

29年3月期第3四半期 6.39 ―
28年3月期第3四半期 19.99 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

29年3月期第3四半期 37,456 21,832 48.0
28年3月期 39,654 21,849 45.3
（参考）自己資本 29年3月期第3四半期 17,971百万円 28年3月期 17,957百万円

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

28年3月期 ― ― ― 10.00 10.00
29年3月期 ― ― ―
29年3月期（予想） 10.00 10.00

3. 平成29年 3月期の連結業績予想（平成28年 4月 1日～平成29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
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

通期 22,000 △3.9 1,500 △17.5 1,800 △15.9 1,300 △12.8 73.01



(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） 29年3月期3Q 18,018,000 株 28年3月期 18,018,000 株
② 期末自己株式数 29年3月期3Q 218,939 株 28年3月期 211,241 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年3月期3Q 17,804,003 株 28年3月期3Q 17,810,349 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3四半期連結累計期間における世界経済は、中国経済をはじめとした新興国経済の減速や英国のＥＵ離脱・欧

州債務問題の再燃等の一方で、米国経済は緩やかな景気拡大を続けており、昨年11月のトランプ氏が次期大統領に

決定してからは、米国経済の先行き期待が高まっているものの、新政権の不確実性が懸念されるなど、ますます世

界経済の先行きは不透明感を増してきました。

また、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雇用・所得環境の改善が見られ、弱含みな

がらも緩やかな回復基調で推移する一方で、株式・為替市場の乱高下や原油価格の反転等から、依然として企業を

取り巻く環境は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３四半期連結累計期間における売上高は122億98百万円（前年同期比3.5％減）となりました。営

業損失は１億38百万円（前年同期は営業利益２億52百万円）、経常利益は１億37百万円（前年同期比73.4％減）、

親会社株主に帰属する四半期純利益は１億13百万円（前年同期比68.0％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、電子連動装置等のシステム製品及び軌道回

路・集中監視装置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）・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等のフィールド製品が減少し、売上高は110億96百万円（前年同期比2.7％減）、

セグメント利益は６億26百万円（前年同期比37.7％減）となりました。

産業用機器関連事業については、梯子車・高所放水車制御装置・可塑成形等は増加しましたが、鉄道車両用ブレ

ーキ自動隙間調整器・非接触耐熱ＩＤシステム・金型等が減少し、売上高は９億７百万円（前年同期比14.3％減）、

セグメント利益は０百万円（前年同期は36百万円）となりました。

不動産関連事業については、売上高は２億94百万円（前年同期比3.9％増）、セグメント利益は１億51百万円（前

年同期比38.8％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における総資産は、前連結会計年度末に比べ21億97百万円減少し、374億56百万円と

なりました。これは、たな卸資産は24億97百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が56億４百万円減少したこ

となどによるものです。

当第３四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21億80百万円減少し、156億24百万円とな

りました。これは、未払法人税等が５億19百万円、賞与引当金が４億89百万円それぞれ減少したことなどによるも

のです。

当第３四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16百万円減少し、218億32百万円となり

ました。これは、利益剰余金が64百万円減少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

通期の連結業績予想につきましては、システム製品等において期ズレが発生しているものの、概ね予想通りに推

移する見込みであり、売上高及び利益は平成28年５月18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）

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）を第１四半期連結会計期間から適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附

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28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,806,609 4,202,778

受取手形及び売掛金 9,764,277 4,159,967

商品及び製品 2,459,469 3,092,887

仕掛品 4,492,065 6,245,569

原材料及び貯蔵品 1,973,385 2,084,268

その他 638,680 915,089

貸倒引当金 △1,640 △380

流動資産合計 23,132,848 20,700,181

固定資産

有形固定資産

土地 6,484,645 6,484,645

その他（純額） 3,334,629 3,453,754

有形固定資産合計 9,819,274 9,938,399

無形固定資産 137,316 113,128

投資その他の資産

投資有価証券 6,141,634 6,305,679

その他 425,863 403,009

貸倒引当金 △2,500 △3,570

投資その他の資産合計 6,564,998 6,705,119

固定資産合計 16,521,589 16,756,647

資産合計 39,654,438 37,456,828

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,325,159 3,807,531

短期借入金 3,646,832 3,648,432

未払法人税等 528,949 9,420

賞与引当金 810,034 320,827

役員賞与引当金 27,744 15,815

製品補修引当金 289,035 271,357

その他 1,063,523 862,635

流動負債合計 10,691,277 8,936,019

固定負債

長期借入金 1,269,924 1,053,350

役員退職慰労引当金 156,140 114,287

製品補修引当金 162,000 162,000

特別修繕引当金 109,150 113,890

退職給付に係る負債 2,020,232 2,023,984

その他 3,396,551 3,221,051

固定負債合計 7,113,998 6,688,562

負債合計 17,805,275 15,624,582
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31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 13,202,759 13,138,541

自己株式 △59,467 △62,355

株主資本合計 15,877,048 15,809,941

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,289,460 2,338,881

退職給付に係る調整累計額 △209,431 △177,074

その他の包括利益累計額合計 2,080,028 2,161,807

非支配株主持分 3,892,084 3,860,496

純資産合計 21,849,162 21,832,246

負債純資産合計 39,654,438 37,456,828
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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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 12,744,571 12,298,358

売上原価 9,463,144 9,388,336

売上総利益 3,281,427 2,910,021

販売費及び一般管理費 3,029,054 3,048,505

営業利益又は営業損失（△） 252,372 △138,484

営業外収益

受取配当金 79,549 89,123

負ののれん償却額 209,761 209,761

その他 26,846 23,087

営業外収益合計 316,157 321,972

営業外費用

支払利息 46,275 43,322

その他 5,569 2,572

営業外費用合計 51,845 45,894

経常利益 516,684 137,594

特別利益

投資有価証券売却益 7,848 －

特別利益合計 7,848 －

特別損失

固定資産除却損 12,092 21,474

その他 － 2,250

特別損失合計 12,092 23,724

税金等調整前四半期純利益 512,440 113,869

法人税、住民税及び事業税 44,430 44,606

法人税等調整額 95,203 △31,466

法人税等合計 139,633 13,140

四半期純利益 372,806 100,729

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支
配株主に帰属する四半期純損失（△）

16,853 △13,118

親会社株主に帰属する四半期純利益 355,953 113,848
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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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益 372,806 100,729

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 792,283 49,552

退職給付に係る調整額 22,791 32,357

その他の包括利益合計 815,074 81,909

四半期包括利益 1,187,881 182,639

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,060,824 195,627

非支配株主に係る四半期包括利益 127,057 △12,987
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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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