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 （訂正・数値データ訂正）「平成 25 年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の 

一部訂正について 

 

 

 当社は、平成 25 年 5 月 28 日付適時開示「椿本興業株式会社との取引に係る決算訂正について」にてお知らせし

ましたとおり、過年度決算短信の訂正作業を進めてまいりました。 

このたび、平成 24 年８月７日付「平成 25 年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正作業が完了しま

したので、訂正内容についてお知らせいたします。 

訂正箇所が多数に及ぶため、訂正前及び訂正後の全文をそれぞれ添付し、訂正箇所には  を付して表示してお

ります。なお、数値データ訂正がありましたので訂正後の数値データも送信します。 

 

以 上 



 

 

   

 

 
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 

  

 

   

 

 

 
  

 
  

   

 

 
  

  

 
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

 平成25年３月の配当につきましては、現時点においては未定です。 

  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

  

(訂正前)
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６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３月期第１四半期 1,928 △15.2 7 ― 3 ― △39 ―

24年３月期第１四半期 2,273 13.4 △33 ― △25 ― △40 ―

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 △103百万円(―％) 24年３月期第１四半期 △96百万円(―％)

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３月期第１四半期 △0 63 ―

24年３月期第１四半期 △0 65 ―

（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

25年３月期第１四半期 13,964 6,538 45.5 101 83
24年３月期 13,980 6,707 46.7 104 26

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 6,359百万円 24年３月期 6,530百万円

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３月期 0 00 0 00 0 00 1 00 1 00

25年３月期 0 00

25年３月期(予想) 0 00 0 00 ― ―

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25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 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 10,000 △9.5 100 △65.9 100 △66.4 20 △73.3 0 32

edinet
財務会計マーク



  

 

 

 
  

 ※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きの対象外であり、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、決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する

定性的情報」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 ： 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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

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３月期１Ｑ 64,741,955株 24年3月期 64,741,955株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 2,291,664株 24年3月期 2,291,438株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 62,450,461株 24年3月期１Ｑ 62,753,938株
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当第１四半期におけるわが国経済は、復興需要等があるものの、電力問題や円高の加速により足踏み状

態が続き、先行きは不透明な状況にあります。世界経済も欧州の債務問題の長期化、中国の成長の減速な

ど、全体的に不安定な状態にあります。設備投資の需要も依然として低迷は続き、非常に厳しい状況が続

きました。 

 このような環境下、当社グループでは、コンベヤ関連の受注、立駐のメンテナンスは堅調に推移しまし

たが、コンベヤ設備や立駐本体の納入等が減少したことにより、受注高は17億34百万円(前年同期比7.5％

増）、売上高は19億28百万円（前年同期比15.2％減）となりました。損益面につきましては、売上高が減

少し、厳しい受注採算の案件もありましたが、コスト低減、経費の圧縮など徹底した合理化を推進しまし

た結果、前年同期に比べ改善し、営業利益は7百万円（前年同期営業損失33百万円）、経常利益は3百万円

（前年同期経常損失25百万円）、四半期純損失は39百万円（前年同期純損失40百万円）となりました 

  

セグメント別の状況 

 セグメント別の状況は以下のとおりであります。 

  

〔コンベヤ関連〕 

 コンベヤ関連では、国内製鉄所や資源関連向けコンベヤ設備、海外プラント向け設備、保守部品の受

注、納入があり、受注高は8億81百万円(前年同期比39.6％増）となりましたが、輸出案件の納入が前期に

比べ減少したこと等により、売上高は8億96百万円(前年同期比16.4％減)、セグメント利益は5百万円(前

年同期比89.2％減)となりました 

  
  

〔立体駐車装置関連〕 

 立体駐車装置関連では、本体設備の売上があり、安定的なメンテナンスは堅調に推移しましたが、受注

高は8億53百万円(前年同期比12.9％減）、売上高は10億32百万円(前年同期比14.2％減)、セグメント利益

は78百万円(前年同期セグメント損失6百万円)となりました。 

  

  当第１四半期の総資産は、前期と比較して15百万円減少の13億96百万円となりました。これは主に、現

金及び預金が57百万円、仕掛品が2億円増加しましたが、受取手形及び売掛金が61百万円、その他流動資

産が2億11百万円減少したことによるものです。負債は、前期と比較して1億53百万円増加の74億26百万円

となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が4億32百万円減少しましたが、短期借入金が4億58百万

円、前受金が1億41百万円増加したことによるものです。純資産は、前期と比較して1億69百万円減少の65

億38百万円となりました。これは主に四半期純損失の計上、配当金の支払等により利益剰余金が1億1百万

円、その他有価証券評価差額金が69百万円減少したことによるものです。 

  

国内の経済環境は回復基調も見られるものの、その足取りは緩慢であり、先行きの不透明感による設備

投資の低迷、円高基調による国際競争力の低下等、厳しい環境が継続すると予想されますが、それらの要

因による業績の変動は現時点では想定されないことから、平成24年５月15日発表の当期の業績予想に変更

はありません。 

1株当たりの期末の配当金につきましては、現時点においては景気や為替動向等経営環境の先行きが不

透明であることから、未定とさせていただき、今後の業績動向等を勘案し、配当予想額の開示が可能とな

り次第、速やかに開示いたします。 

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

（会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更） 
当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお
ります。 
これによる、当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

  

  

２．サマリー情報(注記事項)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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）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３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,267,602 5,324,754

受取手形及び売掛金 3,211,662 3,150,178

有価証券 310,489 264,915

仕掛品 1,387,858 1,588,240

原材料及び貯蔵品 367,413 399,919

その他 581,167 369,354

貸倒引当金 △14,235 △14,581

流動資産合計 11,111,959 11,082,781

固定資産

有形固定資産 1,332,181 1,322,075

無形固定資産

のれん 234,760 220,087

その他 95,934 103,829

無形固定資産合計 330,694 323,917

投資その他の資産

投資有価証券 916,135 952,109

その他 383,911 379,184

貸倒引当金 △94,822 △95,364

投資その他の資産合計 1,205,225 1,235,930

固定資産合計 2,868,101 2,881,922

資産合計 13,980,060 13,964,704

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,591,177 2,158,499

短期借入金 658,260 1,116,580

未払法人税等 80,647 9,209

前受金 1,140,359 1,282,183

賞与引当金 134,701 50,275

完成工事補償引当金 79,644 77,144

工事損失引当金 183,800 184,500

その他 231,671 467,350

流動負債合計 5,100,261 5,345,742

固定負債

長期借入金 931,740 860,100

退職給付引当金 590,880 609,243

その他 649,996 611,442

固定負債合計 2,172,617 2,080,785

負債合計 7,272,878 7,426,528
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,851,032 3,851,032

資本剰余金 1,241,045 1,241,045

利益剰余金 1,385,014 1,283,314

自己株式 △187,475 △187,492

株主資本合計 6,289,616 6,187,899

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 166,775 97,370

土地再評価差額金 74,159 74,159

その他の包括利益累計額合計 240,935 171,530

少数株主持分 176,629 178,745

純資産合計 6,707,181 6,538,176

負債純資産合計 13,980,060 13,964,704
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第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)

売上高 2,273,871 1,928,470

売上原価 1,983,450 1,570,816

売上総利益 290,420 357,653

販売費及び一般管理費 324,182 349,665

営業利益又は営業損失（△） △33,761 7,987

営業外収益

受取利息 227 447

受取配当金 14,387 12,074

有価証券売却益 613 944

受取保険金 6,229 －

その他 3,242 1,410

営業外収益合計 24,699 14,876

営業外費用

支払利息 10,224 13,224

支払手数料 1,761 35

為替差損 2,167 5,536

その他 2,695 332

営業外費用合計 16,848 19,129

経常利益又は経常損失（△） △25,910 3,735

特別損失

固定資産処分損 93 －

特別損失合計 93 －

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（△）

△26,004 3,735

法人税等 17,520 37,368

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △43,524 △33,632

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,657 5,616

四半期純損失（△） △40,867 △39,249
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △43,524 △33,632

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △53,358 △69,404

その他の包括利益合計 △53,358 △69,404

四半期包括利益 △96,883 △103,037

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △94,226 △108,653

少数株主に係る四半期包括利益 △2,657 5,616
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該当事項なし 
  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23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 「その他」の区分に記載すべき報告セグメントに含まれない事業セグメントはありません。 

２ セグメント損失の調整額△75,060千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費

用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  
  

Ⅱ  当第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) 

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 「その他」の区分に記載すべき報告セグメントに含まれない事業セグメントはありません。 

２ セグメント利益の調整額△75,635千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費

用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

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

  

２  報告セグメントの変更等に関する事項 

 法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定

資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償

却の方法を改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。 

 これによる、セグメント利益に与える影響はありません。 
  

該当事項なし 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連
結損益計 
算書計上 
額(注)３

コンベヤ関
連

立体駐車
装置関連

計

売上高

  外部顧客への売上高 1,071,676 1,202,195 2,273,871 ― 2,273,871 ― 2,273,871

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

182,249 ― 182,249 ― 182,249 △182,249 ―

計 1,253,926 1,202,195 2,456,121 ― 2,456,121 △182,249 2,273,871

セグメント利益又は損失(△) 47,343 △6,045 41,298 ― 41,298 △75,060 △33,761

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連
結損益計 
算書計上 
額(注)３

コンベヤ関
連

立体駐車
装置関連

計

売上高

  外部顧客への売上高 896,361 1,032,108 1,928,470 ― 1,928,470 ― 1,928,470

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

212,984 ― 212,984 ― 212,984 △212,984 ―

計 1,109,346 1,032,108 2,141,455 ― 2,141,455 △212,984 1,928,470

セグメント利益 5,109 78,514 83,623 ― 83,623 △75,635 7,987

（５）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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 (１) 販売実績 

 
(注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 (２) 受注実績 

 
(注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．補足情報

    販売及び受注の状況

区分 金額(千円) 前年同期比(％)

コンベヤ関連 896,361 △16.4

立体駐車装置関連 1,032,108 △14.2

合計 1,928,470 △15.2

区分 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

コンベヤ関連 881,012 39.6 3,740,336 △8.8

立体駐車装置関連 853,604 △12.9 4,668,363 △24.6

合計 1,734,616 7.5 8,408,699 △18.3
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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 

  

 

   

 

 

 
  

 
  

   

 

 
  

  

 
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

 平成25年３月の配当につきましては、現時点においては未定です。 

  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

  

(訂正後)

平成25年3月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成24年８月７日

上 場 会 社 名 日本コンベヤ株式会社 上場取引所 東  大

コ ー ド 番 号 6375 URL http://www.conveyor.co.jp/

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)西尾 佳純
問合せ先責任者 (役職名)取締役管理本部長 (氏名)石田 稔夫 TEL072―872―2151

四半期報告書提出予定日 平成24年８月９日 配当支払開始予定日 ―

(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６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３月期第１四半期 1,709 △16.4 2 ― 3 ― △39 ―

24年３月期第１四半期 2,044 7.1 △40 ― △25 ― △40 ―

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 △103百万円(―％) 24年３月期第１四半期 △96百万円(―％)

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３月期第１四半期 △0 63 ―

24年３月期第１四半期 △0 65 ―

（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

25年３月期第１四半期 13,449 6,538 47.3 101 83
24年３月期 13,428 6,707 48.6 104 57

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 6,359百万円 24年３月期 6,530百万円

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３月期 0 00 0 00 0 00 1 00 1 00

25年３月期 0 00

25年３月期(予想) 0 00 0 00 ― ―

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25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 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 10,000 △3.1 100 △64.2 100 △67.8 20 △77.3 0 32

edinet
財務会計マーク



  

 

 

 
  

 ※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きの対象外であり、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、決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する

定性的情報」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 ： 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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

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３月期１Ｑ 64,741,955株 24年3月期 64,741,955株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 2,291,664株 24年3月期 2,291,438株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 62,450,461株 24年3月期１Ｑ 62,753,938株



  

1. 当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………２ 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

  

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………３ 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………３ 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………………３ 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………３ 

(4) 追加情報 ………………………………………………………………………………３ 

  

3. 四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………４ 

(1) 四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………４ 

(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 …………………………６ 

(3) 継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………８ 

(4) セグメント情報等 ……………………………………………………………………８ 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………８ 

  

4. 補足情報 …………………………………………………………………………………９ 

  販売及び受注の状況 …………………………………………………………………９ 

  

○添付資料の目次

日本コンベヤ㈱ (6375) 平成25年３月期 第１四半期決算短信

- 1 -



当第１四半期におけるわが国経済は、復興需要等があるものの、電力問題や円高の加速により足踏み状

態が続き、先行きは不透明な状況にあります。世界経済も欧州の債務問題の長期化、中国の成長の減速な

ど、全体的に不安定な状態にあります。設備投資の需要も依然として低迷は続き、非常に厳しい状況が続

きました。 

 このような環境下、当社グループでは、コンベヤ関連の受注、立駐のメンテナンスは堅調に推移しまし

たが、コンベヤ設備や立駐本体の納入等が減少したことにより、受注高は15億26百万円(前年同期比

15.9％増）、売上高は17億09百万円（前年同期比16.3％減）となりました。損益面につきましては、売上

高が減少し、厳しい受注採算の案件もありましたが、コスト低減、経費の圧縮など徹底した合理化を推進

しました結果、前年同期に比べ改善し、営業利益は2百万円（前年同期営業損失40百万円）、経常利益は3

百万円（前年同期経常損失25百万円）、四半期純損失は39百万円（前年同期純損失40百万円）となりまし

た 

  

セグメント別の状況 

 セグメント別の状況は以下のとおりであります。 

  

〔コンベヤ関連〕 

 コンベヤ関連では、国内製鉄所や資源関連向けコンベヤ設備、海外プラント向け設備、保守部品の受

注、納入があり、受注高は6億72百万円(前年同期比99.9％増）となりましたが、輸出案件の納入が前期に

比べ減少したこと等により、売上高は6億77百万円(前年同期比19.4％減)、セグメント損失は0百万円(前

年同四半期セグメント利益40千円)となりました 

  

〔立体駐車装置関連〕 

 立体駐車装置関連では、本体設備の売上があり、安定的なメンテナンスは堅調に推移しましたが、受注

高は8億53百万円(前年同期比12.9％減）、売上高は10億32百万円(前年同期比14.2％減)、セグメント利益

は78百万円(前年同期セグメント損失6百万円)となりました。 

  

  当第１四半期の総資産は、前期と比較して20百万円増加の134億49百万円となりました。これは主に、

現金及び預金が57百万円、仕掛品が2億38百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が30百万円、その

他流動資産が3億5百万円減少したことによるものです。負債は、前期と比較して1億89百万円増加の69億

10百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が3億81百万円減少しましたが、短期借入金が4

億58百万円、前受金が1億72百万円増加したことによるものです。純資産は、前期と比較して1億69百万円

減少の65億38百万円となりました。これは主に四半期純損失の計上、配当金の支払等により利益剰余金が

1億1百万円、その他有価証券評価差額金が69百万円減少したことによるものです。 

  

国内の経済環境は回復基調も見られるものの、その足取りは緩慢であり、先行きの不透明感による設備

投資の低迷、円高基調による国際競争力の低下等、厳しい環境が継続すると予想されますが、それらの要

因による業績の変動は現時点では想定されないことから、平成24年５月15日発表の当期の業績予想に変更

はありません。 

1株当たりの期末の配当金につきましては、現時点においては景気や為替動向等経営環境の先行きが不

透明であることから、未定とさせていただき、今後の業績動向等を勘案し、配当予想額の開示が可能とな

り次第、速やかに開示いたします。 

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

（会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更） 
当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお
ります。 
これによる、当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

  

（４）追加情報 
（不正取引及び不適切な会計処理について） 

 当社において、不正取引の疑いが生じたことから、社内調査委員会を設置し調査を進めて参りまし
た。 
 その結果、過去に行われた取引の一部に関して不正取引及び不適切な会計処理が行われておりまし
た。 
（訂正報告書の提出について） 

 当社の不適切な会計処理について、当社は金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき過去
に提出いたしました四半期報告書に記載されている四半期連結財務諸表に含まれる不適切な会計処理を
訂正し、四半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。 

  

２．サマリー情報(注記事項)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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）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３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,267,602 5,324,754

受取手形及び売掛金 2,930,682 2,961,178

有価証券 310,489 264,915

仕掛品 817,918 1,056,130

原材料及び貯蔵品 367,413 399,919

その他 880,302 574,882

貸倒引当金 △14,235 △14,581

流動資産合計 10,560,173 10,567,200

固定資産

有形固定資産 1,332,181 1,322,075

無形固定資産

のれん 234,760 220,087

その他 95,934 103,829

無形固定資産合計 330,694 323,917

投資その他の資産

投資有価証券 916,135 952,109

その他 383,911 379,184

貸倒引当金 △94,822 △95,364

投資その他の資産合計 1,205,225 1,235,930

固定資産合計 2,868,101 2,881,922

資産合計 13,428,274 13,449,122

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,197,007   1,815,758

短期借入金 658,260 1,116,580

未払法人税等 80,647 9,209

前受金 690,802 863,338

賞与引当金 134,701 50,275

完成工事補償引当金 79,644 77,144

工事損失引当金 183,800 184,500

その他 523,613 713,354

流動負債合計 4,548,476 4,830,160

固定負債

長期借入金 931,740 860,100

退職給付引当金 590,880 609,243

その他 649,996 611,442

固定負債合計 2,172,617 2,080,785

負債合計 6,721,093 6,910,946
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,851,032 3,851,032

資本剰余金 1,241,045 1,241,045

利益剰余金 1,385,014 1,283,314

自己株式 △187,475 △187,492

株主資本合計 6,289,616 6,187,899

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 166,775 97,370

土地再評価差額金 74,159 74,159

その他の包括利益累計額合計 240,935 171,530

少数株主持分 176,629 178,745

純資産合計 6,707,181 6,538,176

負債純資産合計 13,428,274 13,449,122
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第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)

売上高 2,044,521 1,709,970

売上原価 1,760,480 1,358,236

売上総利益 284,040 351,733

販売費及び一般管理費 324,182 349,665

営業利益又は営業損失（△） △40,141 2,067

営業外収益

受取利息 227 447

受取配当金 14,387 12,074

有価証券売却益 613 944

受取保険金 6,229 －

受取事務手数料 6,380 5,920

その他 3,242 1,410

営業外収益合計 31,079 20,796

営業外費用

支払利息 10,224 13,224

支払手数料 1,761 35

為替差損 2,167 5,536

その他 2,695 332

営業外費用合計 16,848 19,129

経常利益又は経常損失（△） △25,910 3,735

特別損失

固定資産処分損 93 －

特別損失合計 93 －

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（△）

△26,004 3,735

法人税等 17,520 37,368

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △43,524 △33,632

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,657 5,616

四半期純損失（△） △40,867 △39,249
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △43,524 △33,632

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △53,358 △69,404

その他の包括利益合計 △53,358 △69,404

四半期包括利益 △96,883 △103,037

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △94,226 △108,653

少数株主に係る四半期包括利益 △2,657 5,616
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該当事項なし 
  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23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 「その他」の区分に記載すべき報告セグメントに含まれない事業セグメントはありません。 

２ セグメント損失の調整額△75,060千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費

用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  
  

Ⅱ  当第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) 

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 「その他」の区分に記載すべき報告セグメントに含まれない事業セグメントはありません。 

２ セグメント利益の調整額△75,635千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費

用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
  
２  報告セグメントの変更等に関する事項 

 法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定

資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償

却の方法を改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。 

 これによる、セグメント利益に与える影響はありません。 
  

該当事項なし 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連
結損益計 
算書計上 
額(注)３

コンベヤ関
連

立体駐車
装置関連

計

売上高

  外部顧客への売上高 842,326 1,202,195 2,044,521 ― 2,044,521 ― 2,044,521

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

182,249 ― 182,249 ― 182,249 △182,249 ―

計 1,024,576 1,202,195 2,226,771 ― 2,226,771 △182,249 2,044,521

セグメント利益又は損失(△) 40,963 △6,045 34,918 ― 34,918 △75,060 △40,141

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連
結損益計 
算書計上 
額(注)３

コンベヤ関
連

立体駐車
装置関連

計

売上高

  外部顧客への売上高 677,861 1,032,108 1,709,970 ― 1,709,970 ― 1,709,970

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

212,984 ― 212,984 ― 212,984 △212,984 ―

計 890,846 1,032,108 1,922,955 ― 1,922,955 △212,984 1,709,970

セグメント利益又は損失(△) △810 78,514 77,703 ― 77,703 △75,635 2,067

（５）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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 (１) 販売実績 

 
(注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 (２) 受注実績 

 
(注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

  

４．補足情報

    販売及び受注の状況

区分 金額(千円) 前年同期比(％)

コンベヤ関連 677,861 △19.5

立体駐車装置関連 1,032,108 △14.2

合計 1,709,,970 △16.4

区分 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

コンベヤ関連 672,587 99.9 3,013,351 △15.4

立体駐車装置関連 853,604 △12.9 4,668,363 △24.6

合計 1,526,191 15.9 7,681,714 △21.2
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