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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期第3四半期 12,768 0.4 184 △30.0 551 2.5 334 △7.1
25年3月期第3四半期 12,719 8.6 263 324.9 538 61.4 360 △69.2

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 876百万円 （88.0％） 25年3月期第3四半期 465百万円 （△57.2％）

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

26年3月期第3四半期 18.76 ―
25年3月期第3四半期 20.20 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 35,496 17,245 38.5
25年3月期 36,101 16,514 36.1
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 13,678百万円 25年3月期 13,043百万円

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

25年3月期 ― ― ― 7.00 7.00
26年3月期 ― ― ―
26年3月期（予想） 7.00 7.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 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 21,000 △5.7 900 △32.1 1,100 △33.5 700 △40.4 39.28



(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は終了しておりません。 

※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ページの「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 ： 無
②①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） 26年3月期3Q 18,018,000 株 25年3月期 18,018,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 198,549 株 25年3月期 194,659 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 17,821,605 株 25年3月期3Q 17,825,738 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、米国の財政問題や欧州の信用不安が落ち着きを見せるなど

回復の動きがみられるものの、新興国の経済成長の減速が続くなど世界経済の先行きは依然として不安感を払

拭できない状況が続いています。 

一方で、わが国経済は「アベノミクス」による経済政策への期待感を背景に年末までの円高の是正や株価の上

昇等により緩やかな景気回復傾向にあるものの、原材料やエネルギー価格の上昇に加えて消費税増税による消

費減退などの懸念要因から企業を取り巻く環境は、引き続き予断を許さない経営環境が継続するものと思われ

ます。 

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127億68百万円（前年同期比0.4％増）となりました。

営業利益は１億84百万円（前年同期比30.0％減）、経常利益は５億51百万円（前年同期比2.5％増）、四半期純

利益は３億34百万円（前年同期比7.1％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、ＡＴＣ（自動列車制御装置）等のシステ

ム製品及び閉塞装置などのフィールド製品は増加しましたが、運行管理システム・電子連動装置等のシステム

製品及び踏切装置・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112億74百万円（前年同期比

1.6％減）、セグメント利益は８億70百万円となりました。 

産業用機器関連事業については、可塑成形等は減少しましたが、非接触ＩＤシステム・梯子車･高所放水車制

御装置・エネルギー監視システム等が増加し、売上高は12億16百万円（前年同期比11.3％増）、セグメント損

失は１百万円となりました。 

不動産関連事業については、売上高は２億77百万円（前年同期比63.5％増）、セグメント利益は１億38百万

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における総資産は、前連結会計年度末に比べ６億４百万円減少し、354億96百万

円となりました。これは、たな卸資産が29億55百円増加しましたが、受取手形及び売掛金が52億40百万円減少

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13億36百万円減少し、182億51百万円

となりました。これは、未払法人税等が５億円、賞与引当金が４億51百万円、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７億31百万円増加し、172億45百万

円となりました。これは、利益剰余金が２億９百万円増加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、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25年５

月16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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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,546,136 4,598,425

受取手形及び売掛金 9,310,764 4,070,358

商品及び製品 2,588,572 2,934,749

仕掛品 3,626,315 5,773,591

原材料及び貯蔵品 1,864,514 2,326,716

その他 765,158 905,470

貸倒引当金 △13,144 △10,930

流動資産合計 21,688,317 20,598,380

固定資産   

有形固定資産   

土地 6,466,245 6,466,245

その他（純額） 3,173,884 3,012,700

有形固定資産合計 9,640,130 9,478,946

無形固定資産 161,863 152,868

投資その他の資産   

投資有価証券 3,937,657 4,744,556

その他 673,656 524,901

貸倒引当金 － △2,700

投資その他の資産合計 4,611,314 5,266,758

固定資産合計 14,413,308 14,898,573

資産合計 36,101,626 35,496,953

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,289,684 4,436,574

短期借入金 3,779,000 3,759,000

未払法人税等 507,846 6,883

賞与引当金 736,193 284,630

役員賞与引当金 32,440 22,626

製品補修引当金 355,786 300,364

受注損失引当金 12,766 12,766

その他 1,592,400 1,173,640

流動負債合計 11,306,117 9,996,486

固定負債   

長期借入金 1,931,900 1,760,000

退職給付引当金 2,171,722 2,209,978

役員退職慰労引当金 119,483 114,672

製品補修引当金 230,000 230,000

特別修繕引当金 75,000 86,250

その他 3,753,280 3,853,949

固定負債合計 8,281,386 8,254,849

負債合計 19,587,503 18,251,336
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25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 9,445,910 9,655,477

自己株式 △53,936 △55,135

株主資本合計 12,125,730 12,334,098

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 917,873 1,344,334

その他の包括利益累計額合計 917,873 1,344,334

少数株主持分 3,470,517 3,567,184

純資産合計 16,514,122 17,245,617

負債純資産合計 36,101,626 35,496,953
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 12,719,062 12,768,653

売上原価 9,309,988 9,456,588

売上総利益 3,409,073 3,312,064

販売費及び一般管理費 3,145,940 3,127,994

営業利益 263,132 184,069

営業外収益   

受取配当金 64,003 70,473

負ののれん償却額 209,761 209,761

出資金償還益 － 132,976

雑収入 57,815 18,341

営業外収益合計 331,581 431,553

営業外費用   

支払利息 48,247 54,733

雑損失 8,375 9,469

営業外費用合計 56,623 64,203

経常利益 538,090 551,419

特別利益   

固定資産売却益 28 －

投資有価証券売却益 155 －

特別利益合計 183 －

特別損失   

固定資産除却損 264 21,629

特別損失合計 264 21,629

税金等調整前四半期純利益 538,009 529,790

法人税、住民税及び事業税 42,553 41,939

法人税等調整額 104,992 102,573

法人税等合計 147,545 144,513

少数株主損益調整前四半期純利益 390,464 385,276

少数株主利益 30,402 50,946

四半期純利益 360,061 334,330
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 390,464 385,276

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 75,475 490,780

その他の包括利益合計 75,475 490,780

四半期包括利益 465,939 876,057

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 423,129 760,791

少数株主に係る四半期包括利益 42,809 115,266
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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） 

当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日） 

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） 

当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日） 

該当事項はありません。 
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