
 

 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

   

     

 

 
         

 
     

   

  (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日）

（１）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１四半期 1,497 2.5 37 ― 41 ― 24 182.5
25年３月期第１四半期 1,461 △23.1 △4 ― 0 △99.3 8 △94.6

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１四半期 1.75 ―
25年３月期第１四半期 0.62 ―

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第１四半期 5,835 3,045 52.2
25年３月期 5,795 3,004 51.8

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 3,045百万円 25年３月期 3,004百万円

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

25年３月期 ― ― ― 3.00 3.00

26年３月期 ―

26年３月期(予想) ― ― 3.00 3.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

３．平成26年３月期の業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

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

第２四半期(累計) 3,300 3.0 150 29.6 150 24.9 80 △12.7 5.81
通期 6,300 3.5 200 △6.5 200 △10.5 100 △31.7 7.27

(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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）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

（３）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) 26年３月期１Ｑ 14,250,000株 25年３月期 14,250,000株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 492,072株 25年３月期 491,723株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 13,758,103株 25年３月期１Ｑ 13,759,326株

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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３ページ「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。
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策や金融政策を背景に円安・株高

が進行し、景気回復の兆しが見られたものの、欧州債務問題や新興国の景気減速に対する懸念等、景

気の先行きは引き続き不透明な状況で推移しました。 

このような経営環境のもと、当社は積極的な受注活動を展開した結果、当第１四半期累計期間のう

ち、売上高は14億97百万円（前年同四半期比35百万円、2.5％増）、受注高は25億13百万円（前年同

四半期比11億80百万円、88.6％増）となりました。 

セグメント別業況は、次のとおりであります。 

［鉄道関連事業］ 

主力の鉄道関連事業につきましては、新幹線等を中心とする国内車両需要が回復傾向にあり、売上

高は13億85百万円（前年同四半期比１億74百万円、14.4％増）となり、受注高は19億85百万円（前年

同四半期比９億53百万円、92.4％増）となりました。 

［自動車関連事業］ 

自動車関連事業につきましては、各高速道路会社等に対し車載標識車を中心とする受注活動を積極

的に展開した結果、売上高は52百万円（前年同四半期比98百万円、65.1％減）となりましたが、受注

高は４億82百万円（前年同四半期比１億91百万円、65.8％増）となりました。 

［船舶等関連事業］ 

船舶等関連事業につきましても、防衛省関連等への受注活動を積極的に展開しましたが、売上高は

37百万円（前年同四半期比40百万円、52.0％減）となり、受注高は45百万円（前年同四半期比35百万

円、347.2％増）となりました。 

［不動産関連事業］ 

不動産関連事業につきましては、各賃貸マンションが堅調な売上を維持しており、売上高は21百万

円（前年同四半期比０百万円、0.3％減）となりました。 

収益面につきましては、厳しい価格競争のなか、引き続き製造コストの削減と製造原価率の改善努

力を行った結果、当第１四半期累計期間の営業利益は37百万円(前年同四半期は営業損失４百万円)、

経常利益は41百万円(前年同四半期比40百万円、4,937.7％増)、四半期純利益は24百万円(前年同四半

期比15百万円、182.5％増)となりました。 

  

①  資産 

当第１四半期会計期間末における流動資産は、前事業年度末に比べ１億２百万円減少し、37億67百

万円となりました。これは、主として現金及び預金が70百万円増加したものの、受取手形及び売掛金

が１億98百万円減少したこと等によります。 

当第１四半期会計期間末における固定資産は、前事業年度末に比べ１億43百万円増加し、20億67百

万円となりました。これは、主として投資有価証券が89百万円増加したこと等によります。 

この結果、当第１四半期会計期間末における総資産は、58億35百万円となり、前事業年度末に比べ

40百万円の増加となりました。 

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

（２）財政状態に関する説明
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②  負債 

当第１四半期会計期間末における流動負債は、前事業年度末に比べ７百万円減少し、22億73百万円

となりました。これは、主として支払手形及び買掛金が１億54百万円増加、賞与引当金が67百万円増

加したものの、短期借入金が２億円減少したこと等によります。 

当第１四半期会計期間末における固定負債は、前事業年度末に比べ７百万円増加し、５億16百万円

となりました。 

この結果、当第１四半期会計期間末における負債合計は27億90百万円となり、前事業年度末に比べ

０百万円の減少となりました。 

③  純資産 

当第１四半期会計期間末における株主資本は、前事業年度末に比べ17百万円減少し、27億62百万円

となりました。これは、利益剰余金が17百万円減少したこと等によります。 

当第１四半期会計期間末における評価・換算差額等は、前事業年度末に比べ58百万円増加し、２億

82百万円となりました。これは、その他有価証券評価差額金が58百万円増加したことによります。 

この結果、当第１四半期会計期間末における純資産合計は30億45百万円となり、前事業年度末に比

べ40百万円の増加となりました。 

  

現時点においては、平成25年５月10日に公表いたしました平成26年３月期の業績予想に変更はあり

ません。 

  

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 644,260 715,043

受取手形及び売掛金 1,840,509 1,642,392

商品及び製品 220,639 155,276

仕掛品 605,211 706,300

原材料及び貯蔵品 501,746 468,856

繰延税金資産 51,850 74,554

その他 6,688 5,533

流動資産合計 3,870,906 3,767,957

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,724,701 1,724,701

減価償却累計額 △822,493 △837,661

建物（純額） 902,207 887,040

土地 38,340 38,340

その他 526,998 582,597

減価償却累計額 △393,758 △399,771

その他（純額） 133,240 182,826

有形固定資産合計 1,073,789 1,108,207

無形固定資産 108,128 127,935

投資その他の資産   

投資有価証券 674,816 764,025

その他 67,379 67,309

投資その他の資産合計 742,195 831,334

固定資産合計 1,924,113 2,067,478

資産合計 5,795,019 5,835,435
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,165,273 1,320,144

短期借入金 550,000 350,000

1年内返済予定の長期借入金 169,608 154,578

未払法人税等 74,418 41,990

賞与引当金 120,000 187,000

役員賞与引当金 12,000 12,000

その他 190,220 207,940

流動負債合計 2,281,519 2,273,653

固定負債   

長期借入金 255,809 220,772

繰延税金負債 100,487 131,519

その他 152,902 164,298

固定負債合計 509,199 516,590

負債合計 2,790,719 2,790,244

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,048,500 1,048,500

資本剰余金 897,272 897,272

利益剰余金 903,811 886,571

自己株式 △69,780 △69,826

株主資本合計 2,779,803 2,762,517

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 224,496 282,673

評価・換算差額等合計 224,496 282,673

純資産合計 3,004,300 3,045,191

負債純資産合計 5,795,019 5,835,435
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 (2)【四半期損益計算書】 
  【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 1,461,769 1,497,727

売上原価 1,223,230 1,236,614

売上総利益 238,538 261,112

販売費及び一般管理費 243,535 223,889

営業利益又は営業損失（△） △4,996 37,223

営業外収益   

受取配当金 6,046 6,654

雑収入 3,682 1,885

営業外収益合計 9,728 8,540

営業外費用   

支払利息 3,913 4,173

為替差損 － 380

雑損失 0 1

営業外費用合計 3,914 4,555

経常利益 817 41,207

特別損失   

固定資産除却損 0 0

ゴルフ会員権評価損 3,663 －

特別損失合計 3,663 0

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △2,845 41,207

法人税、住民税及び事業税 10,389 39,876

法人税等調整額 △21,742 △22,704

法人税等合計 △11,353 17,172

四半期純利益 8,508 24,035
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該当事項はありません。 

  

 当第１四半期累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

（３）四半期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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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Ⅰ  前第１四半期累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日) 

１．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 

 
(注) １. セグメント利益又は損失(△)の調整額△41,222千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△

41,222千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２. セグメント損失(△)は、四半期損益計算書の営業損失(△)と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

当第１四半期累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変動及

び重要な負ののれん発生益の認識はありません。 

  

Ⅱ  当第１四半期累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日) 

１．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 

 
(注) １. セグメント利益又は損失(△)の調整額△34,127千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△

34,127千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２. セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

（セグメント情報等）

(単位：千円)

鉄道 
関連事業

自動車
関連事業

船舶等
関連事業

不動産
関連事業

合計
調整額 
(注)1

四半期  
損益計算書
計上額

売上高

  外部顧客への売上高 1,211,014 150,675 78,420 21,658 1,461,769 ― 1,461,769

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 1,211,014 150,675 78,420 21,658 1,461,769 ― 1,461,769

セグメント利益又は損失(△) △14,035 22,339 14,784 13,137 36,226 △41,222 △4,996

(単位：千円)

鉄道 
関連事業

自動車
関連事業

船舶等
関連事業

不動産
関連事業

合計
調整額 
(注)1

四半期  
損益計算書
計上額

売上高

  外部顧客への売上高 1,385,873 52,587 37,676 21,588 1,497,727 ― 1,497,727

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 1,385,873 52,587 37,676 21,588 1,497,727 ― 1,497,727

セグメント利益又は損失(△) 40,060 △4,489 21,011 14,769 71,351 △34,127 37,223
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海外子会社の設立について 

当社は、平成25年７月18日開催の取締役会において、米国において子会社を設立することを決議いたし

ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

  

１．子会社設立の目的 

米国で拡大する鉄道車両市場をにらみ、我が国の鉄道車両製造会社が現地生産を進めていることから、

米国での鉄道車両部品の受注を拡大するため、生産販売子会社を設立いたします。 

  

２．子会社の概要 

 
  

(重要な後発事象)

(１) 商      号 Morio USA Corporation(予定)

(２) 所  在  地 米国ネブラスカ州リンカーン市

(３) 代  表  者 髙野 民男

(４) 事 業 内 容 鉄道車両用電気機器製造販売

(５) 資  本  金 ５０万米ドル

(６) 設立年月日 平成２５年８月(予定)

(７) 決  算  期 ３月

(８) 投 資 比 率 当社１００％
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当第１四半期累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １  金額は、販売価格によっております。 

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １  主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

以上

  

４．補足情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

鉄道関連事業 1,204,432 15.9 

自動車関連事業 58,272 △41.6

船舶等関連事業 34,434 △50.5

合計 1,297,139 7.3

(2) 受注実績

セグメントの名称 受注高(千円) 前年同四半期比(％) 受注残高(千円) 前年同四半期比(％)

鉄道関連事業 1,985,338 92.4 5,980,198 15.6

自動車関連事業 482,094 65.8 521,702 47.0

船舶等関連事業 45,906 347.2 327,389 355.3

合計 2,513,339 88.6 6,829,290 21.9

(3) 販売実績

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

鉄道関連事業 1,385,873 14.4

自動車関連事業 52,587 △65.1

船舶等関連事業 37,676 △52.0

不動産関連事業 21,588 △0.3

合計 1,497,727 2.5

相手先

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

三菱電機㈱ 414,552 28.4 434,079 29.0

東海旅客鉄道㈱ 156,036 10.7 170,014 11.4

川崎重工業㈱ 80,107 5.5 166,259 11.1
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