
 

平成 25 年 5 月 30 日 

各   位 

会 社 名 日本コンベヤ株式会社 

代表者名 代表取締役社長  西尾佳純 

（コード番号 6375 東証・大証第１部） 

問合せ先 取締役管理本部長 石田稔夫 

（TEL：072-872-2151） 

 

 

 

 （訂正）「平成 23 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 22 年８月６日付「平成 23 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、数値データについては、訂正はありません。 

 

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) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

平成23年３月期の配当につきましては、現時点においては、景気や為替動向、原材料価格の変動等経営環境の

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。 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

  

(訂正前)
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平成22年８月６日

上 場 会 社 名 日本コンベヤ株式会社 上場取引所      東・大
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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 TEL 072 (872) 2151

四半期報告書提出予定日 平成22年８月11日 配当支払開始予定日 ─

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22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 ％

23年３月期第１四半期 2,004 6.5 △91 ― △99 ― △111 ―

22年３月期第１四半期 1,881 △33.4 30 △13.5 26 △80.9 5 △95.6

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

23年３月期第１四半期 △1 77 ―

22年３月期第１四半期 0 08 ―

 (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

23年３月期第１四半期 13,220 6,645 49.3 103 89

22年３月期 12,385 6,958 55.2 108 51

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 6,519百万円 22年３月期 6,831百万円

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

22年３月期 ― 0 00 ― 1 00 1 00

23年３月期 ―

23年３月期(予想) 0 00 ─ ─ ─

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 5,500 32.5 80 △30.2 80 90.1 30 ― 0 48

通期 11,500 13.7 200 △66.2 200 △63.0 100 △63.4 1 59

edinet
財務会計マーク



  

 
(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

 
(注) 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成

に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

 
  

  

・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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

・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、四半

期決算短信【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。 

4. その他（詳細は、【添付資料】３ページ「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規   ―社（            ）、除外  ―社(            )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 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) 23年３月期１Ｑ 64,741,955 株 22年３月期 64,741,955 株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,983,999 株 22年３月期 1,780,958 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ  62,825,657 株 22年３月期１Ｑ  63,268,786 株

※ 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
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、新興国向け輸出の回復、国内経済対策とともに企業

の自助努力もあり、自律的回復の兆しがみられるものの、一部欧州諸国における信用不安が払拭されず、

米国経済の市況回復の遅れ、資源高の傾向や為替変動もあり、不安定な状態にあります。当社グループを

とりまく環境は、設備投資が回復基調にあるものの、依然として建設需要の低迷は続き、コンベヤ、立体

駐車装置事業ともに需要は大きくは回復せず、非常に厳しい状況が続きました。 

 このような環境下、当社グループは積極的に営業活動を展開し、コンベヤ、立駐の本体新設や改造工事

を受注しましたが、計画案件の決定時期の遅れ等で受注高は18億43百万円（前年同四半期比23.8％減）と

なりました。コンベヤ設備や立駐本体の新設納入等があり、立駐のメンテナンスは堅調に推移しました結

果、売上高は20億4百万円（前年同四半期比6.5％増）となりました。損益面につきましては、売上高が増

加し、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が、厳しい受注採算の案件もあり、営

業損失は91百万円（前年同四半期営業利益30百万円）、経常損失は99百万円（前年同四半期経常利益26百

万円）、四半期純損失は1億11百万円（前年同四半期純利益5百万円）となりました。 

  

セグメント別の状況 

 セグメント別経営成績の概況は以下のとおりであります。 

  

[コンベヤセグメント] 

 コンベヤ関連では国内資源関連の案件や保守部品等を受注しましたが、引合案件の計画遅れ等もあり、

受注高は10億円となりました。国内製鉄所向けコンベヤ設備、海外プラント向け設備の納入があり、売上

高は12億55百万円となりました。 

  

[立体駐車装置セグメント] 

 立体駐車装置関連はエレベータ式の立駐本体の新設や改造工事を受注しましたが、建設需要の低迷で受

注高は8億42百万円となりました。タワー式本体設備の納入完成があり、安定的なメンテナンス事業は堅

調に推移しましたが、主要案件の売上が下期に集中することもあり、売上高は7億83百万円となりまし

た。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して主に現金及び預金が3億32百万

円減少しましたが仕掛品が6億68百万円、有形固定資産が3億73百万円増加したことにより8億34百万円増

加の132億20百万円となりました。負債につきましても、前連結会計年度末と比較して主に未払法人税等

が1億97百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が3億45百万円、短期借入金が2億50百万円、前受金

が3億87百万円増加したことにより11億47百万円増加の65億74百万円となりました。純資産は、前連結会

計年度末と比較して主に、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1億74百万円減少、

その他有価証券評価差額金が1億21百万円減少したことにより3億12百万円減少の66億45百万円となりまし

た。 

  

第２四半期以降につきましては、景気対策の効果により、回復の期待はあるものの、厳しい環境が継続

することが予想されます。平成23年３月期の連結業績につきましては、不透明かつ厳しい環境の中におい

て、平成22年5月14日発表の業績見通しと同レベルの収益の確保を目指してまいります。 

 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、原材料価格の変動等

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. 当四半期の連結業績等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。 
  

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用につきましては、費用の算出に当たって加味する加減算項目及び税額控除項目を、重要なも

のに限定して計算しております。また、重要性の乏しい連結子会社については、当第１四半期を含む連

結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実質税率を合理的に見積もり、税引前四半

期純利益に当該見積実行税率を乗じて計算しております。 

  

(資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号  平成

20年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成

20年３月31日)を適用しております。 

 これによる、営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失に与える影響額はありません。 

  

  

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,347,150 3,679,643

受取手形及び売掛金 2,776,075 2,687,811

有価証券 308,945 210,242

仕掛品 2,916,793 2,248,631

原材料及び貯蔵品 398,113 335,682

その他 514,956 438,352

貸倒引当金 △13,926 △12,754

流動資産合計 10,248,109 9,587,610

固定資産

有形固定資産 1,404,566 1,030,919

無形固定資産

のれん 337,467 352,140

その他 22,380 22,189

無形固定資産合計 359,848 374,329

投資その他の資産

投資有価証券 899,317 1,080,411

その他 473,208 478,018

貸倒引当金 △164,425 △165,392

投資その他の資産合計 1,208,101 1,393,037

固定資産合計 2,972,515 2,798,286

資産合計 13,220,625 12,385,897

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,037,538 1,692,130

短期借入金 780,000 530,000

未払法人税等 12,699 209,820

前受金 1,394,579 1,007,375

引当金 189,184 273,219

その他 426,675 284,071

流動負債合計 4,840,677 3,996,617

固定負債

長期借入金 520,000 565,000

退職給付引当金 553,909 527,019

その他 660,215 338,956

固定負債合計 1,734,124 1,430,976

負債合計 6,574,801 5,427,593
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,851,032 3,851,032

資本剰余金 1,241,034 1,241,034

利益剰余金 1,392,524 1,566,720

自己株式 △165,893 △149,208

株主資本合計 6,318,697 6,509,578

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 138,108 259,132

土地再評価差額金 62,915 62,915

評価・換算差額等合計 201,023 322,047

少数株主持分 126,102 126,677

純資産合計 6,645,823 6,958,303

負債純資産合計 13,220,625 12,385,897
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(2) 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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

売上高 1,881,322 2,004,495

売上原価 1,514,668 1,754,591

売上総利益 366,653 249,904

販売費及び一般管理費 336,175 340,905

営業利益又は営業損失（△） 30,478 △91,000

営業外収益

受取利息 478 673

受取配当金 10,345 10,772

有価証券売却益 5,487 4,668

受取保険金 6,219 12,878

その他 6,103 4,394

営業外収益合計 28,634 33,386

営業外費用

支払利息 8,071 12,273

支払手数料 2,192 562

有価証券売却損 648 －

為替差損 21,136 18,117

その他 349 10,868

営業外費用合計 32,400 41,821

経常利益又は経常損失（△） 26,712 △99,435

特別利益

貸倒引当金戻入額 2,548 3,466

特別利益合計 2,548 3,466

特別損失

固定資産処分損 3,132 －

事務所移転費用 11,165 －

特別損失合計 14,298 －

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（△）

14,963 △95,969

法人税等 6,547 12,355

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △108,325

少数株主利益 3,321 2,925

四半期純利益又は四半期純損失（△） 5,094 △111,251
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

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（△）

14,963 △95,969

減価償却費 11,130 18,082

のれん償却額 14,672 14,672

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,203 204

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △18,054 2,296

工事損失引当金の増減額（△は減少） △7,800 1,000

賞与引当金の増減額（△は減少） △96,298 △87,330

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,869 26,889

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △42,009 －

有価証券売却損益（△は益） △4,838 △4,668

投資有価証券評価損益（△は益） － 5,570

受取利息及び受取配当金 △10,824 △11,445

支払利息 8,071 12,273

為替差損益（△は益） 19,115 6,290

たな卸資産評価損 6,365 1,500

売上債権の増減額（△は増加） 622,289 △88,429

たな卸資産の増減額（△は増加） △520,188 △732,093

仕入債務の増減額（△は減少） △368,198 345,407

前受金の増減額（△は減少） 540,158 387,204

未払消費税等の増減額（△は減少） △60,523 △69,512

その他 224,058 76,835

小計 345,756 △191,223

利息及び配当金の受取額 10,470 11,445

利息の支払額 △10,779 △12,592

法人税等の支払額 △248,107 △200,500

営業活動によるキャッシュ・フロー 97,339 △392,871

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △18,015 △13,000

定期預金の払戻による収入 － 2

有形固定資産の取得による支出 △32,363 △4,314

無形固定資産の取得による支出 △12 △1,695

投資有価証券の取得による支出 △232,210 △103,235

投資有価証券の売却による収入 242,628 108,141

関係会社出資金の払込による支出 － △9,407

貸付けによる支出 － △1,650

貸付金の回収による収入 1,517 2,385

その他 △5,161 19,924

投資活動によるキャッシュ・フロー △43,616 △2,849
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,000,000 1,200,000

短期借入金の返済による支出 △250,000 △950,000

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △27,500 △45,000

自己株式の取得による支出 △175 △16,763

自己株式の売却による収入 － 94

配当金の支払額 △86,816 △24,408

少数株主への配当金の支払額 － △3,500

リース債務の返済による支出 △1,006 △5,198

財務活動によるキャッシュ・フロー 934,501 155,223

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,115 △6,290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 969,109 △246,788

現金及び現金同等物の期首残高 4,582,325 3,746,227

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,551,435 3,499,439
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該当事項なし 

  

  

  

 
(注) １ 事業区分の方法は、商品の種類等により区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品 

 (1) コンベヤ事業 ……………ベルトコンベヤ及び附帯機器 

 (2) 立体駐車装置事業 ………機械式立体駐車装置及び附帯機器 

  

在外子会社及び在外支店がないため記載を省略しております。 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 東南アジア……… 台湾 

 (2) 中近東…………… バーレーン 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日  至 平成21年６月30日)

コンベヤ事業 
(千円)

立体駐車装置
事業(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,017,342 863,980 1,881,322 ― 1,881,322

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

89,567 ― 89,567 （89,567) ―

計 1,106,909 863,980 1,970,889 (89,567) 1,881,322

営業利益 99,350 20,348 119,699 (89,221) 30,478

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日  至 平成21年６月30日)

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

東南アジア 中近東 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 241,976 185,633 427,610

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 1,881,322

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％）

12.8 9.9 22.7
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(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

当社はコンベヤ事業、主要な子会社エヌエイチパーキングシステムズ株式会社が立体駐車装置事業を扱

っており、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開して

おります。 

従って、当社グループはグループ会社を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、

「コンベヤ関連」及び「立体駐車装置関連」の２つを報告セグメントとしております。 

「コンベヤ関連」は、ベルトコンベヤ及び附帯機器の製作、据付、販売をしております。「立体駐車装

置関連」は、立体駐車装置の製作、据付、販売、保守、点検をしております。 

  

２  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 

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

 
(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。 

(注) ２ セグメント損失の調整額△83,223は、各報告セグメントに配分し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  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 

記載すべき重要なものはありません。 

  

該当事項なし 

【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 
 

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 1,221,395 783,099 2,004,495 ― 2,004,495 2,004,495

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

33,819 ― 33,819 ― 33,819 △33,819 ―

計 1,255,215 783,099 2,038,315 ― 2,038,315 △33,819 2,004,495

セグメント利益又は損失(△) △26,695 18,918 △7,776 ― △7,776 △83,223 △91,000

(6) 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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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) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

平成23年３月期の配当につきましては、現時点においては、景気や為替動向、原材料価格の変動等経営環境の

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。 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

(訂正後)

平成23年３月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成22年８月６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 TEL 072 (872) 2151

四半期報告書提出予定日 平成22年８月11日 配当支払開始予定日 ─

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22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 ％

23年３月期第１四半期 1,908 9.3 △93 ― △99 ― △111 ―

22年３月期第１四半期 1,745 △32.9 30 △22.2 30 △79.6 9 △92.7

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

23年３月期第１四半期 △1 77 ―

22年３月期第１四半期 0 14 ―

 (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

23年３月期第１四半期 12,802 6,633 50.8 103 69

22年３月期 12,093 6,946 56.4 108 31

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 6,507百万円 22年３月期 6,819百万円

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

22年３月期 ― 0 00 ― 1 00 1 00

23年３月期 ―

23年３月期(予想) 0 00 ─ ─ ─

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 5,500 40.5 80 △26.5 80 86.6 30 ― 0 48

通期 11,500 21.1 200 △65.3 200 △63.2 100 △62.0 1 59

edinet
財務会計マーク



  

 
(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

 
(注) 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成

に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

 
  

  

・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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

・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、四半

期決算短信【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。 

4. その他（詳細は、【添付資料】３ページ「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規   ―社（            ）、除外  ―社(            )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 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) 23年３月期１Ｑ 64,741,955 株 22年３月期 64,741,955 株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,983,999 株 22年３月期 1,780,958 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ  62,825,657 株 22年３月期１Ｑ  63,268,786 株

※ 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
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、新興国向け輸出の回復、国内経済対策とともに企業

の自助努力もあり、自律的回復の兆しがみられるものの、一部欧州諸国における信用不安が払拭されず、

米国経済の市況回復の遅れ、資源高の傾向や為替変動もあり、不安定な状態にあります。当社グループを

とりまく環境は、設備投資が回復基調にあるものの、依然として建設需要の低迷は続き、コンベヤ、立体

駐車装置事業ともに需要は大きくは回復せず、非常に厳しい状況が続きました。 

 このような環境下、当社グループは積極的に営業活動を展開し、コンベヤ、立駐の本体新設や改造工事

を受注しましたが、計画案件の決定時期の遅れ等で受注高は16億80百万円（前年同四半期比26.7％減）と

なりました。コンベヤ設備や立駐本体の新設納入等があり、立駐のメンテナンスは堅調に推移しました結

果、売上高は19億8百万円（前年同四半期比9.3％増）となりました。損益面につきましては、売上高が増

加し、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が、厳しい受注採算の案件もあり、営

業損失は93百万円（前年同四半期営業利益30百万円）、経常損失は99百万円（前年同四半期経常利益30百

万円）、四半期純損失は1億11百万円（前年同四半期純利益9百万円）となりました。 

  

セグメント別の状況 

 セグメント別経営成績の概況は以下のとおりであります。 

  

[コンベヤセグメント] 

 コンベヤ関連では国内資源関連の案件や保守部品等を受注しましたが、引合案件の計画遅れ等もあり、

受注高は8億38百万円となりました。国内製鉄所向けコンベヤ設備、海外プラント向け設備の納入があ

り、売上高は11億59百万円となりました。 

  

[立体駐車装置セグメント] 

 立体駐車装置関連はエレベータ式の立駐本体の新設や改造工事を受注しましたが、建設需要の低迷で受

注高は8億42百万円となりました。タワー式本体設備の納入完成があり、安定的なメンテナンス事業は堅

調に推移しましたが、主要案件の売上が下期に集中することもあり、売上高は7億83百万円となりまし

た。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して主に現金及び預金が3億32百万

円減少しましたが仕掛品が5億54百万円、有形固定資産が3億73百万円増加したことにより7億9百万円増加

の128億2百万円となりました。負債につきましても、前連結会計年度末と比較して主に未払法人税等が1

億97百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が2億53百万円、短期借入金が2億50百万円、前受金が3

億16百万円増加したことにより10億21百万円増加の61億69百万円となりました。純資産は、前連結会計年

度末と比較して主に、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1億74百万円減少、その

他有価証券評価差額金が1億21百万円減少したことにより3億12百万円減少の66億33百万円となりました。

  

第２四半期以降につきましては、景気対策の効果により、回復の期待はあるものの、厳しい環境が継続

することが予想されます。平成23年３月期の連結業績につきましては、不透明かつ厳しい環境の中におい

て、平成22年5月14日発表の業績見通しと同レベルの収益の確保を目指してまいります。 

 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、原材料価格の変動等

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. 当四半期の連結業績等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。 
  

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用につきましては、費用の算出に当たって加味する加減算項目及び税額控除項目を、重要なも

のに限定して計算しております。また、重要性の乏しい連結子会社については、当第１四半期を含む連

結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実質税率を合理的に見積もり、税引前四半

期純利益に当該見積実行税率を乗じて計算しております。 

  

(資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号  平成

20年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成

20年３月31日)を適用しております。 

 これによる、営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失に与える影響額はありません。 

  

（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. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,347,150 3,679,643

受取手形及び売掛金 2,579,515 2,508,891

有価証券 308,945 210,242

仕掛品 ※2  2,518,833 ※2  1,964,592

原材料及び貯蔵品 398,113 335,682

その他 703,745 621,240

貸倒引当金 △13,926 △12,754

流動資産合計 9,842,379 9,307,538

固定資産

有形固定資産 1,404,566 1,030,919

無形固定資産

のれん 337,467 352,140

その他 22,380 22,189

無形固定資産合計 359,848 374,329

投資その他の資産

投資有価証券 899,317 1,080,411

その他 473,208 478,018

貸倒引当金 △176,525 △177,492

投資その他の資産合計 1,196,001 1,380,937

固定資産合計 2,960,415 2,786,186

資産合計 12,802,794 12,093,725

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,754,012 1,500,321

短期借入金 780,000 530,000

未払法人税等 12,699 209,820

前受金 1,063,304 746,923

引当金 189,184 273,219

その他 635,746 456,261

流動負債合計 4,434,946 3,716,545

固定負債

長期借入金 520,000 565,000

退職給付引当金 553,909 527,019

その他 660,215 338,956

固定負債合計 1,734,124 1,430,976

負債合計 6,169,071 5,147,522
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,851,032 3,851,032

資本剰余金 1,241,034 1,241,034

利益剰余金 1,380,424 1,554,620

自己株式 △165,893 △149,208

株主資本合計 6,306,597 6,497,478

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 138,108 259,132

土地再評価差額金 62,915 62,915

評価・換算差額等合計 201,023 322,047

少数株主持分 126,102 126,677

純資産合計 6,633,723 6,946,203

負債純資産合計 12,802,794 12,093,725
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(2) 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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 1,745,922 1,908,545

売上原価 1,382,868 1,661,361

売上総利益 363,053 247,184

販売費及び一般管理費 332,176  340,905

営業利益又は営業損失（△） 30,877 △93,720

営業外収益

受取利息 478 673

受取配当金 10,345 10,772

有価証券売却益 5,487 4,668

受取保険金 6,219 12,878

受取事務手数料 3,600 2,720

その他 6,103 4,394

営業外収益合計 32,234 36,106

営業外費用

支払利息 8,071 12,273

支払手数料 2,192 562

有価証券売却損 648 －

為替差損 21,136 18,117

その他 349 10,868

営業外費用合計 32,400 41,821

経常利益又は経常損失（△） 30,711 △99,435

特別利益

貸倒引当金戻入額 2,548 3,466

特別利益合計 2,548 3,466

特別損失

固定資産処分損 3,132 －

事務所移転費用 11,165 －

特別損失合計 14,298 －

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（△）

18,962 △95,969

法人税等 6,547 12,355

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △108,325

少数株主利益 3,321 2,925

四半期純利益又は四半期純損失（△） 9,093 △111,251
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

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（△）

18,962 △95,969

減価償却費 11,130 18,082

のれん償却額 14,672 14,672

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,203 204

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △18,054 2,296

工事損失引当金の増減額（△は減少） △7,800 1,000

賞与引当金の増減額（△は減少） △96,298 △87,330

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,869 26,889

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △42,009 －

有価証券売却損益（△は益） △4,838 △4,668

投資有価証券評価損益（△は益） － 5,570

受取利息及び受取配当金 △10,824 △11,445

支払利息 8,071 12,273

為替差損益（△は益） 19,115 6,290

たな卸資産評価損 6,365 1,500

売上債権の増減額（△は増加） 642,468 △70,789

たな卸資産の増減額（△は増加） △501,088 △618,173

仕入債務の増減額（△は減少） △360,901 253,690

前受金の増減額（△は減少） 518,213 316,381

未払消費税等の増減額（△は減少） △60,523 △69,512

その他 195,427 107,815

小計 345,756 △191,223

利息及び配当金の受取額 10,470 11,445

利息の支払額 △10,779 △12,592

法人税等の支払額 △248,107 △200,500

営業活動によるキャッシュ・フロー 97,339 △392,871

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △18,015 △13,000

定期預金の払戻による収入 － 2

有形固定資産の取得による支出 △32,363 △4,314

無形固定資産の取得による支出 △12 △1,695

投資有価証券の取得による支出 △232,210 △103,235

投資有価証券の売却による収入 242,628 108,141

関係会社出資金の払込による支出 － △9,407

貸付けによる支出 － △1,650

貸付金の回収による収入 1,517 2,385

その他 △5,161 19,924

投資活動によるキャッシュ・フロー △43,616 △2,849
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,000,000 1,200,000

短期借入金の返済による支出 △250,000 △950,000

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △27,500 △45,000

自己株式の取得による支出 △175 △16,763

自己株式の売却による収入 － 94

配当金の支払額 △86,816 △24,408

少数株主への配当金の支払額 － △3,500

リース債務の返済による支出 △1,006 △5,198

財務活動によるキャッシュ・フロー 934,501 155,223

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,115 △6,290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 969,109 △246,788

現金及び現金同等物の期首残高 4,582,325 3,746,227

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,551,435 3,499,439
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該当事項なし 

  

  

  

 
(注) １ 事業区分の方法は、商品の種類等により区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品 

 (1) コンベヤ事業 ……………ベルトコンベヤ及び附帯機器 

 (2) 立体駐車装置事業 ………機械式立体駐車装置及び附帯機器 

  

在外子会社及び在外支店がないため記載を省略しております。 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 東南アジア……… 台湾 

 (2) 中近東…………… バーレーン 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日  至 平成21年６月30日)

コンベヤ事業 
(千円)

立体駐車装置
事業(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

881,942 863,980 1,745,922 ― 1,745,922

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

89,567 ― 89,567 （89,567) ―

計 971,509 863,980 1,835,489 (89,567) 1,745,922

営業利益 95,750 20,348 116,099 (85,221) 30,877

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日  至 平成21年６月30日)

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

東南アジア 中近東 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 241,976 185,633 427,610

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 1,745,922

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％）

13.9 10.6 24.5
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(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

当社はコンベヤ事業、主要な子会社エヌエイチパーキングシステムズ株式会社が立体駐車装置事業を扱

っており、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開して

おります。 

従って、当社グループはグループ会社を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、

「コンベヤ関連」及び「立体駐車装置関連」の２つを報告セグメントとしております。 

「コンベヤ関連」は、ベルトコンベヤ及び附帯機器の製作、据付、販売をしております。「立体駐車装

置関連」は、立体駐車装置の製作、据付、販売、保守、点検をしております。 

  

２  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 

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

 
(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。 

(注) ２ セグメント損失の調整額△83,223は、各報告セグメントに配分し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  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 

記載すべき重要なものはありません。 

  

該当事項なし 

【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 
 

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 1,125,445 783,099 1,908,545 ― 1,908,545 1,908,545

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

33,819 ― 33,819 ― 33,819 △33,819 ―

計 1,159,265 783,099 1,942,365 ― 1,942,365 △33,819 1,908,545

セグメント利益又は損失(△) △29,415 18,918 △10,496 ― △10,496 △83,223 △93,720

(6) 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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