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  （百万円未満切捨て）

（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１四半期  3,326  17.0 △553 － △534  － △442 －

25年３月期第１四半期  2,842 △20.1 △510 － △533  － △543 －

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 △470百万円（ ％） －   25年３月期第１四半期 △594百万円 （ ％） －

  
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

26年３月期第１四半期 △36.60 －

25年３月期第１四半期 △44.92 －

  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

26年３月期第１四半期  17,988  7,123  39.1  580.69

25年３月期  19,712  7,594  38.0  619.50

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 7,024百万円   25年３月期 7,495百万円 

  
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  － 0.00 － 0.00  0.00

26年３月期  －     
26年３月期（予想）   0.00 － 5.00  5.00

（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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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）  7,500  8.8 △450 － △480 －  △500  － △41.32

通期  20,000  7.2  500  11.6  450  6.3  400  －  33.06

（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 

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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

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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期１Ｑ 12,382,000株 25年３月期 12,382,000株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 284,845株 25年３月期 282,884株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 12,098,426株 25年３月期１Ｑ 12,101,537株

この四半期短信は、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ます。ただし、この四半期決算短信

の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表の四半期レビューの手続は完了しております。

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]P.2「連結業績予想に関する定性

的情報」をご覧ください。
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権発足による期待感などから円高是正や株価の回復が進ん

だことで、輸出関連企業の業績や個人消費に改善の兆しがみられました。しかし、実体経済の回復を実感するまでに

はいたらず、海外景気の下振れが懸念されるなど、依然として景気の先行きは不透明な状況が続いています。 

このようななか、当社グループにおきましては、コスト低減活動、製品品質向上活動に努め、顧客満足度を高める

べく提案営業活動を推し進め、販売力とものづくり力の強化を図り、事業推進力の向上に取り組んでまいりました。

この結果、当第１四半期の連結売上高は33億26百万円（前年同四半期比17.0%増）となりました。営業損失は５億

53百万円（前年同四半期は５億10百万円の損失）、経常損失は５億34百万円（前年同四半期は５億33百万円の損

失）、当四半期純損失は４億42百万円（前年同四半期は５億43百万円の損失）となりました。 

なお、当社グループの売上高は通常の形態として、他の四半期に比べ第４四半期に完成する工事の割合が大きいた

め、業績に季節的変動があります。 

セグメント別の売上高は次のとおりであります。 

（情報機器事業） 

主力製品であります道路情報機器において、高速道路向けおよび自治体向けの売上が前年同四半期に比べ増加し

ました。この結果、売上高は10億69百万円（前年同四半期比60.5%増）となりました。 

（照明機器事業） 

民間設備投資関連の産業用照明器具は、LED照明器具が着実に伸び、前期に比べ増加しました。また、公共投資

関連の道路・トンネル照明器具も増加しました。この結果、売上高は９億88百万円（前年同四半期比4.2%増）とな

りました。 

（コンポーネント事業） 

エアコン用の配管保護機材は増加しましたが、配電盤や機械装置に用いる産業用配線保護機材は減少しました。

また、電磁波環境部品は増加しました。この結果、売上高は12億25百万円（前年同四半期比6.7%増）となりまし

た。 

（その他の事業） 

メカトロ製品は２百万円、商品仕入販売は13百万円、情報サービスなどは25百万円となりました。この結果、そ

の他の事業の売上高は 百万円（前年同四半期比46.2%減)となりました。 

なお、前年同四半期増減率については、参考として記載しております。 

（２）財政状態に関する説明 

当第１四半期の資産につきましては、受取手形及び売掛金の減少により、資産の残高は前連結会計年度末に比べ17

億24百万円減少し、179億88百万円となりました。負債の残高は、短期借入金の減少の結果、前連結会計年度末に比

べ12億53百万円減少し、108億64百万円となりました。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年５月14日に公表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,578,452 3,018,773

受取手形及び売掛金 7,489,255 4,523,207

有価証券 － 100,000

商品及び製品 799,629 1,006,818

仕掛品 273,689 349,143

原材料及び貯蔵品 2,176,934 2,406,371

その他 230,061 317,810

貸倒引当金 △419 △82

流動資産合計 13,547,604 11,722,041

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,119,914 5,142,773

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,131,557 △3,172,317

建物及び構築物（純額） 1,988,357 1,970,455

その他 9,201,059 9,247,172

減価償却累計額及び減損損失累計額 △7,942,808 △7,968,602

その他（純額） 1,258,250 1,278,570

有形固定資産合計 3,246,607 3,249,025

無形固定資産 274,479 285,758

投資その他の資産   

投資有価証券 1,412,322 1,507,001

その他 1,306,896 1,299,649

貸倒引当金 △75,475 △75,375

投資その他の資産合計 2,643,744 2,731,275

固定資産合計 6,164,831 6,266,060

資産合計 19,712,435 17,988,102

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,000,524 3,360,955

短期借入金 3,143,307 2,097,079

1年内返済予定の長期借入金 926,900 916,550

未払法人税等 53,348 11,926

賞与引当金 254,000 93,000

受注損失引当金 63,626 208,155

関係会社整理損失引当金 42,243 44,152

その他 1,054,672 1,648,514

流動負債合計 9,538,623 8,380,333

固定負債   

長期借入金 2,043,200 1,971,800

退職給付引当金 157,619 158,240

役員退職慰労引当金 71,990 69,660

環境対策引当金 73,836 73,836

その他 232,828 210,951

固定負債合計 2,579,473 2,484,488

負債合計 12,118,096 10,864,821



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,380,000 3,380,000

資本剰余金 3,613,665 3,613,665

利益剰余金 321,172 △121,570

自己株式 △197,880 △198,443

株主資本合計 7,116,957 6,673,651

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 350,189 278,308

為替換算調整勘定 28,270 72,714

その他の包括利益累計額合計 378,459 351,022

少数株主持分 98,921 98,606

純資産合計 7,594,339 7,123,280

負債純資産合計 19,712,435 17,988,102



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 2,842,073 3,326,014

売上原価 2,549,796 3,071,525

売上総利益 292,276 254,489

販売費及び一般管理費 802,571 808,049

営業損失（△） △510,294 △553,559

営業外収益   

受取利息 291 2,578

受取配当金 18,843 26,024

不動産賃貸料 8,731 8,731

為替差益 － 14,001

その他 12,100 6,614

営業外収益合計 39,967 57,951

営業外費用   

支払利息 20,787 13,322

売上割引 14,615 19,472

為替差損 6,848 －

シンジケートローン手数料 14,186 326

その他 6,826 5,509

営業外費用合計 63,263 38,630

経常損失（△） △533,591 △534,239

特別利益   

投資有価証券売却益 396 10,439

特別利益合計 396 10,439

特別損失   

固定資産除却損 496 1,061

ゴルフ会員権評価損 100 －

特別損失合計 596 1,061

税金等調整前四半期純損失（△） △533,791 △524,862

法人税、住民税及び事業税 8,803 6,649

法人税等調整額 △76 △89,427

法人税等合計 8,727 △82,777

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △542,518 △442,084

少数株主利益 1,033 659

四半期純損失（△） △543,552 △442,743



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △542,518 △442,084

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △105,845 △72,856

為替換算調整勘定 53,762 44,444

その他の包括利益合計 △52,082 △28,411

四半期包括利益 △594,601 △470,496

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △594,581 △470,180

少数株主に係る四半期包括利益 △19 △315



該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

３．補足情報

１．当期（26年３月期）の業績（連結）     （単位：百万円)

    前四半期(25年3月期) 当四半期(26年3月期) 対前四半期増減 前期(25年3月期) 

    金額 百分比(%) 金額 百分比(%) 金額 増減率(%) 金額 百分比(%)

  売上高  2,842  100.0  3,326  100.0  483  17.0  18,661  100.0

業 営業利益  △510  △18.0  △553  △16.6  △43 -  448  2.4

績 経常利益  △533  △18.8  △534  △16.1  △0 -  423  2.3

  当期純利益  △543  △19.1  △442  △13.3  100 -  △354  △1.9

配当金（単位：円） － － － － － －  0 － 

２.部門別売上高・受注状況（連結）     （単位：百万円)

    前四半期(25年3月期) 当四半期(26年3月期) 対前四半期増減 前期(25年3月期) 

    金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 増減率(%) 金額 構成比(%)

  情報機器  666 23.4 1,069 32.2 403  60.5  8,086 43.3

売 照明機器  948 33.5 988 29.6 39  4.2  5,722 30.7

上 コンポーネント  1,148 40.4 1,225 36.9 76  6.7  4,263 22.8

高 その他  77 2.7 41 1.3 △35  △46.2  588 3.2

  合 計  2,842 100.0 3,326 100.0 483  17.0  18,661 100.0

  情報機器  1,062 28.2 1,836 43.3 773  72.8  7,298 39.4

受 照明機器  1,485 39.3 1,121 26.5 △363  △24.5  6,393 34.5

注 コンポーネント  1,146 30.4 1,238 29.2 92  8.1  4,252 22.9

高 その他  79 2.1 41 1.0 △37  △47.6  588 3.2

  合 計  3,773 100.0 4,238 100.0 464  12.3  18,533 100.0

受 

注 

残 

高 

情報機器  3,882 78.9 3,464 72.7 △417  △10.8  2,698 70.0

照明機器  942 19.2 1,210 25.4 267  28.4  1,077 28.0

コンポーネント  93 1.9 89 1.9 △3  △3.5  78 2.0

その他  1 0.0 － 0.0 △1  △100.0  0 0.0

合 計  4,920 100.0 4,765 100.0 △155  △3.2  3,854 100.0

３．その他     （単位：百万円)

    前四半期(25年3月期) 当四半期(26年3月期) 対前四半期増減 前期(25年3月期) 

    金額 金額 金額 金額 

そ 設備投資  52  74  22  304

の 減価償却費  172  105  △66  662

他 研究開発費  38  63  24  188

４.通期（26年３月期）の業績予想（連結） （単位：百万円)

   通 期 予 想 第 ２ 四 半 期 予 測 

    予想 対前期増減 予想 対前期増減 

    金額 百分比(%) 金額 増減率(%)  金額 百分比(%) 金額 増減率(%) 

  売上高  20,000  100.0  1,338  7.2  7,500  100.0  607  8.8

業 営業利益  500  2.5  51 -  △450  △6.0  205 - 

績 経常利益  450  2.3  26 -  △480  △6.4  218 - 

  当期純利益  400  2.0  754 -  △500  △6.7  218 - 

配当金（単位：円）  5    5  0   0

部門別売上高予想 （単位：百万円) その他の予想 (単位：百万円)

    通期予想 対前期増減   通期予想 対前期増減

    金額 構成比(%) 金額 増減率(%)   金額 金額 

  情報機器  8,600  43.0  513  6.3 設備投資  400  95

売 照明機器  6,700  33.5  977  17.1 減価償却費  500  △162

上 コンポーネント  4,400  22.0  136  3.2 研究開発費  300  111

高 その他  300  1.5  △288  △49.0         

  合 計  20,000  100.0  1,338  7.2         
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