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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第３四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年12月31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 ％

30年３月期第３四半期 5,419 △10.5 △837 ― △856 ― △749 ―

29年３月期第３四半期 6,056 △11.9 △955 ― △986 ― △735 ―
(注) 包括利益 30年３月期第３四半期 △620百万円( ―％) 29年３月期第３四半期 △674百万円( ―％)
　

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

30年３月期第３四半期 △170.40 ―

29年３月期第３四半期 △167.18 ―
　

(注) 当社は、平成29年10月１日付で普通株式２株につき１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期
首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益を算定しております。

　

（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

30年３月期第３四半期 13,120 2,029 15.5 461.44

29年３月期 14,929 2,693 18.0 612.40
(参考) 自己資本 30年３月期第３四半期 2,029百万円 29年３月期 2,693百万円
　

(注) 当社は、平成29年10月１日付で普通株式２株につき１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期
首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産を算定しております。

　

　

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

29年３月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

30年３月期 ― 0.00 ―

30年３月期(予想) 10.00 10.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

当社は、平成29年10月１日付で普通株式２株につき１株の割合で株式併合を行っております。平成30年３月期（予
想）の１株当たり期末配当金については、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載しております。株式併合を考
慮しない場合の平成30年３月期（予想）の１株当たり期末配当金は５円となります。詳細については、「業績予想
の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。
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３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30年３月31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 12,300 10.5 370 162.6 360 216.2 270 1,275.2 61.38
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

当社は、平成29年10月１日付で普通株式２株につき１株の割合で株式併合を行っております。平成30年３月期の連
結業績予想における１株当たり当期純利益については、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載しております。
詳細については、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。

※ 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 ： 有
　

（注）詳細は、添付資料Ｐ．６「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事
項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

　

（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) 30年３月期３Ｑ 4,525,000株 29年３月期 4,525,000株

② 期末自己株式数 30年３月期３Ｑ 126,369株 29年３月期 126,266株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期３Ｑ 4,398,650株 29年３月期３Ｑ 4,398,890株

　
(注) 当社は、平成29年10月１日付で普通株式２株につき１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期

首に当該株式併合が行われたと仮定し、期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しておりま
す。

　

※ 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

本資料に掲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。
（株式併合後の配当及び連結業績予想について）
　当社は平成29年６月29日開催の第48回定時株主総会において、株式併合について承認可決され、平成29年10
月１日を効力発生日として、普通株式２株につき１株の割合で株式併合を実施しております。また、株式併合
と同日付で、単元株式数の1,000株から100株への変更を合わせて実施しております。なお、株式併合考慮前に
換算した平成30年３月期配当予想及び連結業績予想は以下のとおりとなります。
　１．平成30年３月期の配当予想
　 １株当たり配当金 期末 5円00銭
　２．平成30年３月期の連結業績予想
　 １株当たり当期純利益 通期 30円69銭
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、引き続き企業収益や雇用、所得環境の改善が続いており、

緩やかな回復基調が進んでいるものの、アジア新興国等の経済の先行き、政策に関する不確実性による影響など、

依然として不安定な要素が存在しており、先行き不透明な状況で推移いたしました。

　このような経済環境のもと、当連結グループは、交通システム機器、メカトロ機器、特機システム機器の各部

門において営業活動を展開してまいりました。その結果、売上高につきましては54億１千９百万円となり、ほぼ

計画どおり推移したものの、前年同四半期連結累計期間と比べ10.5％減少いたしました。これは、当連結会計年

度は、第４四半期に売上が集中する見込みであるためであります。

　損益面につきましては、営業損失は８億３千７百万円（前年同四半期連結累計期間は９億５千５百万円の損

失）、経常損失は８億５千６百万円（同９億８千６百万円の損失）、親会社株主に帰属する四半期純損失は７億

４千９百万円（同７億３千５百万円の損失）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

(総資産)

当第３四半期連結会計期間末における総資産は131億２千万円となり、前連結会計年度末に比べ18億９百万円減

少いたしました。これは、主に受取手形及び売掛金の減少24億６千９百万円、現金及び預金の減少９億６千９百

万円、仕掛品の増加７億９千４百万円、商品及び製品の増加３億９千３百万円等によるものです。

(負債)

当第３四半期連結会計期間末における負債は110億９千万円となり、前連結会計年度末に比べ11億４千５百万円

減少いたしました。これは、主に短期借入金の減少５億３千６百万円、支払手形及び買掛金の減少４億５千１百

万円等によるものです。

(純資産)

当第３四半期連結会計期間末における純資産は20億２千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億６千４

百万円減少いたしました。これは、主に利益剰余金の減少７億９千３百万円によるものです。

　

（３）連結業績予想に関する定性的情報

通期予想につきましては、平成29年５月12日の決算短信で発表しました業績予想からの変更はございません。
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２．四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：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,198,986 2,229,976

受取手形及び売掛金 4,292,486 1,823,260

商品及び製品 632,292 1,025,401

仕掛品 633,030 1,427,100

原材料及び貯蔵品 825,419 983,260

その他 317,032 683,569

流動資産合計 9,899,248 8,172,569

固定資産

有形固定資産 3,597,092 3,374,988

無形固定資産 83,002 79,191

投資その他の資産 1,350,534 1,493,638

固定資産合計 5,030,629 4,947,818

資産合計 14,929,878 13,120,388

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,435,798 1,984,374

短期借入金 4,596,000 4,060,000

未払法人税等 57,224 112,954

賞与引当金 76,090 119,401

その他 881,851 783,257

流動負債合計 8,046,964 7,059,987

固定負債

長期借入金 665,000 600,000

退職給付に係る負債 2,220,463 2,266,817

資産除去債務 38,298 38,984

長期未払金 92,128 92,128

その他 1,173,244 1,032,786

固定負債合計 4,189,134 4,030,716

負債合計 12,236,099 11,090,704

純資産の部

株主資本

資本金 700,700 700,700

資本剰余金 722,424 722,424

利益剰余金 1,343,101 549,587

自己株式 △96,796 △96,885

株主資本合計 2,669,429 1,875,827

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 103,598 204,993

退職給付に係る調整累計額 △79,249 △51,136

その他の包括利益累計額合計 24,348 153,856

純資産合計 2,693,778 2,029,683

負債純資産合計 14,929,878 13,120,388
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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28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 6,056,653 5,419,711

売上原価 5,070,015 4,336,526

売上総利益 986,637 1,083,185

販売費及び一般管理費 1,941,662 1,920,978

営業損失（△） △955,024 △837,793

営業外収益

受取利息 209 229

受取配当金 7,237 7,403

受取補償金 － 11,000

不動産賃貸料 7,020 7,020

その他 7,059 4,048

営業外収益合計 21,526 29,702

営業外費用

支払利息 44,826 40,387

その他 7,855 8,142

営業外費用合計 52,681 48,530

経常損失（△） △986,179 △856,621

特別損失

固定資産除却損 3,066 5,813

特別損失合計 3,066 5,813

税金等調整前四半期純損失（△） △989,246 △862,435

法人税、住民税及び事業税 10,107 111,436

法人税等調整額 △263,966 △224,344

法人税等合計 △253,859 △112,908

四半期純損失（△） △735,386 △749,526

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △735,386 △749,526
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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28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

四半期純損失（△） △735,386 △749,526

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 22,011 101,395

退職給付に係る調整額 38,618 28,112

その他の包括利益合計 60,629 129,507

四半期包括利益 △674,757 △620,018

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △674,757 △620,018
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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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

①固定資産の減価償却費の算定方法

固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく

年間償却予定額を期間按分して算定しております。

②原価差異の繰延処理

季節的に変動する操業度により発生した原価差異は、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれるため、当

該原価差異を流動資産の（その他）として繰り延べております。
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