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1. 平成29年9月期第3四半期の連結業績（平成28年10月1日～平成29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
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9月期第3四半期 32,499 △16.5 2,130 △48.4 2,310 △40.2 1,176 △61.2

28年9月期第3四半期 38,903 △2.1 4,130 △14.2 3,866 △14.9 3,028 ―

（注）包括利益 29年9月期第3四半期　　2,716百万円 （△4.9％） 28年9月期第3四半期　　2,854百万円 （―％）

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

29年9月期第3四半期 28.39 ―

28年9月期第3四半期 73.07 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

29年9月期第3四半期 42,503 12,227 21.1 216.75

28年9月期 42,917 10,200 16.6 172.32

（参考）自己資本 29年9月期第3四半期 8,981百万円 28年9月期 7,141百万円

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

28年9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

29年9月期 ― 0.00 ―

29年9月期（予想） ― ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

(注２）当社は定款において第２四半期末日及び期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では期末日における配当予想額は未定であります。

3. 平成29年 9月期の連結業績予想（平成28年10月 1日～平成29年 9月30日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 45,000 △14.4 2,800 △47.3 2,900 △42.1 1,500 △55.6 36.20

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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（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

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） 29年9月期3Q 41,587,061 株 28年9月期 41,587,061 株

② 期末自己株式数 29年9月期3Q 151,258 株 28年9月期 147,507 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年9月期3Q 41,437,915 株 28年9月期3Q 41,441,262 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（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。



（参考）

平成29年９月期の個別業績予想（平成28年10月１日～平成29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　：　無

 ※　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。

25.34－ 850 △ 44.7 1,050 △ 62.8250 △ 24.1 △ 950

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 ％
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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、不安定な世界情勢等により、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減となったことによ

り、前年同期比26.6％減の14,975百万円となりました。

電気機器関連事業につきましては、照明部門及び交通システム部門の信号機保守事業が売上増と

なったものの、情報システム部門が売上減となったことにより、前年同期比4.9％減の16,379百万

円となりました。

住設環境関連事業につきましては、環境システム部門が売上増となったものの、住設機器部門が

売上減となったことにより、前年同期比9.1％減の1,144百万円となりました。

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

16.5％減の32,499百万円となりました。

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、売上の減少などにより、営業利益

は前年同期比48.4％減の2,130百万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40.2％減の2,310百万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益につきま

しては、前年同期は特別利益に損害賠償引当金戻入額を計上したこともあり、前年同期比61.2％減

の1,176百万円となりました。

　

（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1,152

百万円、原材料及び貯蔵品の増加447百万円などにより、前連結会計年度末に比べ709百万円減少

し、29,692百万円となりました。また、固定資産は投資有価証券の増加475百万円などにより、前

連結会計年度末に比べ295百万円増加し、12,810百万円となりました。これらの結果、資産合計は

前連結会計年度末に比べ414百万円減少し、42,503百万円となりました。

負債につきましては、1年内返済予定の長期借入金の減少1,024百万円、長期借入金の減少1,013百

万円などにより、前連結会計年度末に比べ2,441百万円減少し、30,276百万円となりました。

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1,176百万円、その他有価証券評価差

額金の増加326百万円、為替換算調整勘定の増加304百万円などにより、前連結会計年度末に比べ

2,026百万円増加し、12,227百万円となりました。
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また、当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連

結会計年度に比べ399百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末には4,504百万円となりました。

当第３四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つぎのとおり

です。

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果、増加した資金は3,062百万円（前年同四半期は796百万円の使用）となりました。

これは主に、税金等調整前四半期純利益2,310百万円、売上債権の減少1,681百万円などの増加に対

し、法人税等の支払額369百万円、仕入債務の減少189百万円などの減少によるものです。

　

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果、使用した資金は144百万円（前年同四半期は12百万円の増加）となりました。こ

れは主に、有形固定資産の取得による支出134百万円によるものです。

　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果、使用した資金は2,624百万円（前年同四半期は466百万円の増加）となりました。

これは主に、長期借入金の返済による支出2,038百万円、非支配株主への配当金の支払額685百万

円、短期借入金の純増額100百万円によるものです。

　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年4月25日に公表いたしました連結業績予想からの修正は行っておりません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）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。

（４）追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月

28日）を第１四半期連結会計期間から適用しております。
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３．四半期連結財務諸表及び主な注記

（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28年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,105 4,504

受取手形及び売掛金 17,227 16,074

製品 3,377 3,245

仕掛品 1,774 1,669

原材料及び貯蔵品 3,718 4,166

繰延税金資産 118 131

その他 381 246

貸倒引当金 △300 △345

流動資産合計 30,402 29,692

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,563 2,432

機械装置及び運搬具（純額） 139 132

工具、器具及び備品（純額） 184 184

土地 2,971 2,971

有形固定資産合計 5,859 5,721

無形固定資産 202 171

投資その他の資産

投資有価証券 6,017 6,493

繰延税金資産 100 103

その他 446 441

貸倒引当金 △110 △120

投資その他の資産合計 6,453 6,917

固定資産合計 12,515 12,810

資産合計 42,917 42,503
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,918 7,931

短期借入金 4,000 4,100

1年内返済予定の長期借入金 2,043 1,018

未払法人税等 265 240

賞与引当金 500 594

その他 2,905 2,442

流動負債合計 17,633 16,327

固定負債

長期借入金 9,013 8,000

繰延税金負債 757 898

役員退職慰労引当金 334 270

環境対策引当金 185 185

退職給付に係る負債 4,714 4,526

その他 77 68

固定負債合計 15,083 13,948

負債合計 32,717 30,276

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 △11,270 △10,094

自己株式 △54 △55

株主資本合計 6,100 7,275

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,712 2,038

為替換算調整勘定 △104 199

退職給付に係る調整累計額 △568 △533

その他の包括利益累計額合計 1,040 1,705

非支配株主持分 3,059 3,245

純資産合計 10,200 12,227

負債純資産合計 42,917 42,503
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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27年10月１日
　至 平成28年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 38,903 32,499

売上原価 30,848 26,476

売上総利益 8,055 6,022

販売費及び一般管理費 3,924 3,892

営業利益 4,130 2,130

営業外収益

受取利息 47 37

受取配当金 53 56

為替差益 － 80

受取ロイヤリティー － 64

貸倒引当金戻入額 96 －

その他 120 149

営業外収益合計 318 388

営業外費用

支払利息 151 188

為替差損 172 －

航空事業安全対策費 34 －

その他 222 19

営業外費用合計 582 208

経常利益 3,866 2,310

特別利益

固定資産売却益 3 0

投資有価証券売却益 － 0

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 1,078 0

特別損失

固定資産除売却損 1 1

特別損失合計 1 1

税金等調整前四半期純利益 4,943 2,310

法人税等 581 517

四半期純利益 4,362 1,793

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,028 1,176

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,334 616

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △173 326

為替換算調整勘定 △1,320 562

退職給付に係る調整額 △13 34

その他の包括利益合計 △1,507 923

四半期包括利益 2,854 2,716

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,138 1,841

非支配株主に係る四半期包括利益 716 874
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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27年10月１日
　至 平成28年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日
　至 平成29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 4,943 2,310

減価償却費 281 300

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10 42

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △193 △153

賞与引当金の増減額（△は減少） 235 93

損害賠償引当金戻入額 △1,068 －

受取利息及び受取配当金 △101 △93

支払利息 151 188

投資有価証券売却損益（△は益） － △0

投資有価証券償還損益（△は益） △6 －

固定資産除売却損益（△は益） △1 0

売上債権の増減額（△は増加） 3,398 1,681

たな卸資産の増減額（△は増加） △67 70

仕入債務の増減額（△は減少） △992 △189

その他 △343 △729

小計 6,224 3,522

利息及び配当金の受取額 107 99

利息の支払額 △143 △189

損害賠償金の支払額 △6,468 －

法人税等の支払額 △516 △369

営業活動によるキャッシュ・フロー △796 3,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △49 △134

有形固定資産の売却による収入 3 2

無形固定資産の取得による支出 △42 △8

投資有価証券の取得による支出 △3 △3

投資有価証券の売却及び償還による収入 105 0

投資活動によるキャッシュ・フロー 12 △144

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） △8,200 100

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 △2,038

非支配株主への配当金の支払額 △1,275 △685

その他 △1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 466 △2,624

現金及び現金同等物に係る換算差額 △310 106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △628 399

現金及び現金同等物の期首残高 6,341 4,105

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,713 4,504
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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。

（セグメント情報等）

　Ⅰ 前第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。

　

　Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成28年10月１日 至 平成29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 14,975 16,379 1,144 32,499 － 32,499

セグメント間の内部売上高
又は振替高

2,221 999 － 3,220 △3,220 －

計 17,196 17,379 1,144 35,720 △3,220 32,499

セグメント利益
又は損失（△）

2,317 529 △91 2,755 △624 2,130

(注) １．セグメント利益又は損失（△）の調整額△624百万円は、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。
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