
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

   

   

   

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無

四半期決算説明会開催の有無 ：無  

(百万円未満切捨て)

１．平成25年12月期第３四半期の連結業績（平成25年１月１日～平成25年９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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年12月期第３四半期 1,817 34.6 △5 － 7 － 22 －
24年12月期第３四半期 1,350 2.6 △123 － △109 － △147 －

(注) 包括利益 25年12月期第３四半期 35百万円( －％) 24年12月期第３四半期 △162百万円( －％)

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

25年12月期第３四半期 14.58 －
24年12月期第３四半期 △95.68 －

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年12月期第３四半期 5,493 4,409 80.3
24年12月期 5,689 4,413 77.6

(参考) 自己資本 25年12月期第３四半期 4,409百万円 24年12月期 4,413百万円

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

24年12月期 － 0.00 － 25.00 25.00
25年12月期 － 0.00 －

25年12月期(予想) 25.00 25.00

(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25年12月期の連結業績予想（平成25年１月１日～平成25年12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

通期 2,372 △2.2 52 － 61 － 42 － 27.45

(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 ： 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 ： 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) 25年12月期３Ｑ 1,539,600株 24年12月期 1,539,600株

② 期末自己株式数 25年12月期３Ｑ 363株 24年12月期 363株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期３Ｑ 1,539,237株 24年12月期３Ｑ 1,539,273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は完了しております。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであります。実際の業績は、今
後、様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。
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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経済は、政権交代後の経済政策に対する期待感が高まっている

ことから、円高傾向が是正され円安・株高傾向に転じており、景況感などに改善の兆しが見られるようにな

りました。 

当社グループの関連市場である路線バス業界においては、バス事業者の設備投資が抑えられる傾向はある

ものの、地方における非接触ＩＣカードシステム導入に伴う運賃箱の改修及び代替投資等を中心に推移しま

した。 

このような状況のもとで当社グループは、地方における非接触ＩＣカードシステム導入に伴う設備投資案

件の取り込みを行うだけでなく、「バス統合管理システム」を構成する「バス統合管理モジュール」の拡販

を推進し、積極的な営業活動により当社製品のシェア拡大に努めてまいりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,817,930千円（前年同四半期比34.6％増）、営業損失

は5,894千円（前年同四半期は123,150千円の営業損失）、経常利益は7,361千円（前年同四半期は109,021千

円の経常損失）、四半期純利益は22,434千円（前年同四半期は147,273千円の四半期純損失）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流動資産は、前連結会計年度末に比べて390,237千円減少し、3,825,272千

円となりました。これは主に、現金及び預金が93,685千円増加いたしましたが、受取手形及び売掛金の減少

303,160千円、有価証券の減少229,468千円等の影響により、390,237千円の減少となっております。 

当第３四半期連結会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末に比べて193,661千円増加し、1,667,880千

円となりました。これは主に、投資有価証券が103,019千円増加したことによるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて208,737千円減少し、773,891千円

となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が241,886千円減少したことによるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末に比べて15,451千円増加し、309,542千円と

なりました。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べて3,290千円減少し、4,409,718千円と

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 

現時点での平成25年12月期の業績見通しにつきましては、平成25年２月12日に決算短信で公表した内容か

ら変更ありません。なお、業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したもの

であり、実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

 

２．サマリー情報（その他）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。 

 

株式会社小田原機器（7314）　平成25年12月期　第３四半期決算短信

- 2 -



３．四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 
  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成24年12月31日) 
当第３四半期連結会計期間

(平成25年９月30日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 1,110,210  1,203,895

  受取手形及び売掛金 944,822  641,662

  有価証券 1,497,209  1,267,741

  商品及び製品 231  231

  仕掛品 343,226  293,753

  原材料及び貯蔵品 256,775  334,416

  繰延税金資産 46,384  72,158

  その他 24,248  16,512

  貸倒引当金 △7,600  △5,100

  流動資産合計 4,215,510  3,825,272

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 161,128  151,133

   機械装置及び運搬具（純額） 1,119  759

   土地 238,226  238,226

   その他（純額） 21,302  37,318

   有形固定資産合計 421,777  427,438

  無形固定資産  

   その他 13,093  93,303

   無形固定資産合計 13,093  93,303

  投資その他の資産  

   投資有価証券 796,053  899,073

   繰延税金資産 51,420  48,714

   その他 213,886  221,362

   貸倒引当金 △22,012  △22,012

   投資その他の資産合計 1,039,348  1,147,138

  固定資産合計 1,474,219  1,667,880

 資産合計 5,689,729  5,493,152
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  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成24年12月31日) 
当第３四半期連結会計期間

(平成25年９月30日) 

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 628,629  386,742

  短期借入金 120,000  120,000

  未払法人税等 －  16,052

  賞与引当金 24,890  57,255

  製品保証引当金 69,814  48,876

  その他 139,295  144,965

  流動負債合計 982,628  773,891

 固定負債  

  退職給付引当金 157,627  166,895

  役員退職慰労引当金 136,343  142,527

  その他 120  120

  固定負債合計 294,091  309,542

 負債合計 1,276,720  1,083,434

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 319,250  319,250

  資本剰余金 299,250  299,250

  利益剰余金 3,777,419  3,761,372

  自己株式 △331  △331

  株主資本合計 4,395,587  4,379,541

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 17,421  30,177

  その他の包括利益累計額合計 17,421  30,177

 純資産合計 4,413,009  4,409,718

負債純資産合計 5,689,729  5,493,152
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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１月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年９月30日) 

売上高 1,350,512  1,817,930

売上原価 964,843  1,342,038

売上総利益 385,669  475,891

販売費及び一般管理費 508,819  481,785

営業損失（△） △123,150  △5,894

営業外収益  

 受取利息 9,675  5,924

 受取配当金 3,740  2,283

 受取保険料 13  500

 貸倒引当金戻入額 1,300  2,500

 その他 1,482  3,904

 営業外収益合計 16,211  15,112

営業外費用  

 支払利息 1,012  969

 売上割引 1,049  869

 その他 21  17

 営業外費用合計 2,083  1,856

経常利益又は経常損失（△） △109,021  7,361

特別利益  

 固定資産売却益 7,850  －

 投資有価証券売却益 －  955

 特別利益合計 7,850  955

特別損失  

 固定資産除却損 154  72

 減損損失 6,209  －

 特別損失合計 6,363  72

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） 

△107,535  8,245

法人税、住民税及び事業税 2,117  15,837

法人税等調整額 37,620  △30,027

法人税等合計 39,738  △14,189

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 

△147,273  22,434

四半期純利益又は四半期純損失（△） △147,273  22,434
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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１月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 

△147,273  22,434

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 △15,591  12,755

 その他の包括利益合計 △15,591  12,755

四半期包括利益 △162,864  35,190

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 △162,864  35,190
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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。 
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