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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25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 ％

26年３月期第１四半期 1,516 △11.3 △11 ― 25 570.7 △3 ―
25年３月期第１四半期 1,709 △16.4 2 ― 3 ― △39 ―

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 1百万円( ―％) 25年３月期第１四半期 △103百万円( ―％)

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 △0.06 ―
25年３月期第１四半期 △0.63 ―

（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 ％

26年３月期第１四半期 11,803 6,580 54.2
25年３月期 11,650 6,582 54.9

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 6,398百万円 25年３月期 6,400百万円

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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26年３月期 0.00

26年３月期(予想) 0.00 0.00 1.00 1.00

(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）

連結業績予想に関する序文

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 11,000 23.5 300 ― 300 244.8 200 ― 3.21

(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）

期中における重要な子会社の異動に関する注記

（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

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記

（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

会計方針の変更に関する注記

（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) 26年３月期１Ｑ 64,741,955株 25年３月期 64,741,955株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 2,494,702株 25年３月期 2,494,268株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 62,247,539株 25年３月期１Ｑ 62,450,461株

発行済株式数に関する注記

※ 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きが実施中です。

※ 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。
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当第１四半期連結累計期間における経済の動向は、米国では金融緩和政策の継続により回復傾向が続い

ておりますが、欧州では景気低迷が長期化しており、中国を中心とする新興国経済も成長率が鈍化するな

ど、依然として不透明な状態にありました。一方、我が国においては、デフレ脱却と持続的な経済成長実

現のための財政・金融政策等により株価は上昇傾向となり為替も円安傾向となりましたが、設備投資の需

要回復には至らな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、受注高は10億63百万(前年同四半期比30.4％減）、売上高は立

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新設納入が減少したこと等によ

り、15億16百万円（前年同四半期比11.3％減）となりました。損益面につきましては、厳しい受注採算の

案件もあり、経費の圧縮など徹底した合理化を推進しましたが、営業損失は11百万円（前年同四半期営業

利益2百万円)となりました。経常利益は為替差益等により25百万円（前年同四半期比570.7％増）、四半

期純損失は3百万円（前年同四半期純損失39百万円）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、受注高は1億7百万円(前年同四半期比84.1％減）、売上高は海外ダム工事向けコン

ベヤ設備、保守部品の納入がありましたが、海外プラント向け設備の納入が前年同四半期に比べ減少した

こと等により、5億36百万円(前年同四半期比20.8％減)、セグメント利益は37百万円(前年同四半期セグメ

ント損失0.8百万円)となりました。 

  

〔立体駐車装置関連〕 

 立体駐車装置関連では、受注高は9億55百万円(前年同四半期比12.0％増）、売上高はメンテナンスは堅

調に推移しましたが、9億79百万円(前年同四半期比5.1％減)、セグメント利益は64百万円(前年同四半期

比18.0％減)となりました。 

  

  当第１四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度と比較して1億53百万円増加の118億3百万円と

なりました。これは主に、仕掛品が4億15百万円、投資有価証券が1億9百万円増加しましたが、受取手形

及び売掛金が5億9百万円減少したことによるものです。負債は、前連結会計年度と比較して1億54百万円

増加の52億22百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が3億3百万円減少しましたが、短期

借入金が4億96百万円増加したことによるものです。純資産は、前連結会計年度と比較して1百万円減少の

65億80百万円となりました。 

  

当社グループをとりまく環境は経済政策及び円安による期待が見られ、設備投資の回復の足取りは緩慢

でありますが、厳しい状況の改善の兆しも見られます。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25年５月30日発表の当期の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

（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。 
  

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）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 5,389,235 5,360,734

受取手形及び売掛金 1,909,163 1,399,576

有価証券 327,224 305,599

仕掛品 420,013 835,868

原材料及び貯蔵品 351,917 382,985

その他 510,447 661,563

貸倒引当金 △10,712 △7,860

流動資産合計 8,897,288 8,938,468

固定資産   

有形固定資産 1,283,362 1,303,106

無形固定資産   

のれん 176,070 161,397

その他 129,946 127,169

無形固定資産合計 306,016 288,567

投資その他の資産   

投資有価証券 860,723 970,563

その他 477,658 479,116

貸倒引当金 △174,895 △176,650

投資その他の資産合計 1,163,486 1,273,029

固定資産合計 2,752,866 2,864,703

資産合計 11,650,154 11,803,171

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,482,831 1,179,356

短期借入金 666,580 1,162,580

未払法人税等 23,520 9,379

前受金 102,606 131,827

賞与引当金 139,144 51,908

完成工事補償引当金 47,043 42,082

工事損失引当金 289,000 292,390

その他 477,206 522,403

流動負債合計 3,227,932 3,391,927

固定負債   

長期借入金 565,160 554,180

退職給付引当金 649,861 661,542

その他 625,019 615,028

固定負債合計 1,840,040 1,830,751

負債合計 5,067,973 5,222,678
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（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 3,851,032 3,851,032

資本剰余金 1,241,045 1,241,045

利益剰余金 1,250,623 1,246,844

自己株式 △201,686 △201,720

株主資本合計 6,141,015 6,137,201

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 185,159 187,178

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 259,319 261,337

少数株主持分 181,847 181,952

純資産合計 6,582,181 6,580,492

負債純資産合計 11,650,154 11,803,171
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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 1,709,970 1,516,156

売上原価 1,358,236 1,129,730

売上総利益 351,733 386,426

販売費及び一般管理費 349,665 398,230

営業利益又は営業損失（△） 2,067 △11,804

営業外収益   

受取利息 447 599

受取配当金 12,074 14,517

有価証券売却益 944 3,386

受取事務手数料 5,920 －

為替差益 － 21,601

その他 1,410 10,702

営業外収益合計 20,796 50,808

営業外費用   

支払利息 13,224 9,965

支払手数料 35 2,352

為替差損 5,536 －

その他 332 1,632

営業外費用合計 19,129 13,950

経常利益 3,735 25,053

特別損失   

固定資産処分損 － 2,876

特別損失合計 － 2,876

税金等調整前四半期純利益 3,735 22,177

法人税等 37,368 22,351

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △33,632 △173

少数株主利益 5,616 3,605

四半期純損失（△） △39,249 △3,779
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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（△） △33,632 △173

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △69,404 2,018

その他の包括利益合計 △69,404 2,018

四半期包括利益 △103,037 1,845

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △108,653 △1,760

少数株主に係る四半期包括利益 5,616 3,605
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該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

Ⅰ  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) 

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。 
  
  

Ⅱ  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) 

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114,153千円は、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。 
  
  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）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 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

(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 536,744 979,412 1,516,156 ― 1,516,156 ― 1,516,156

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

145,409 ― 145,409 ― 145,409 △145,409 ―

計 682,153 979,412 1,661,565 ― 1,661,565 △145,409 1,516,156

セグメント利益又は損失(△) 37,949 64,399 102,349 ― 102,349 △114,153 △11,804
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当社は、平成25年３月28日、当社を株式交換完全親会社、キャリアスタッフネットワーク株式会社（以

下「ＣＳＮ」といいます。）を完全子会社とする株式交換を行うこと及びＴＣＳホールディングス株式会

社との資本業務提携を含む基本合意書を３社間で締結しておりますが、本基本合意書にしたがい、平成25

年７月16日開催の取締役会で、ＣＳＮと株式交換契約を締結することを決議し、同日付で株式交換契約を

締結しました。 

  

 1.株式交換の目的 

当社を含む製造業をとりまく環境がますます厳しくなる中で、今後の成長基盤を確立すべく、当社グル

ープとＣＳＮを含むＴＣＳホールディングスグループのそれぞれの得意分野を活かしながら、シナジー効

果を追及し、それぞれの企業価値の 大化を図ることを目的としております。 

  

 ２.株式交換の条件等 

（1）株式交換の日程 

基本合意書の締結（三社）  平成25年３月28日 

株式交換契約締結（両社）  平成25年７月16日 

株式交換期日(効力発生日)   平成25年９月１日(予定) 

（2）株式交換に係る割当の内容 

 
  （注）株式の割当比率 

     ＣＳＮの普通株式１株に対して、当社の普通株式1,647株を割当て交付します。 

  

 ３．株式交換の相手会社に関する事項 

商号      キャリアスタッフネットワーク株式会社 

本店の所在地 東京都豊島区目白二丁目16番20号 

代表者の氏名 代表取締役社長 髙山芳之  

資本金の額  100百万円 

事業の内容  一般労働派遣業、特定労働者派遣業、有料職業紹介事業、ソフトウエア開発他 

（６）重要な後発事象

会社名
日本コンベヤ株式会社
（株式交換完全親会社）

キャリアスタッフネットワーク株式会社
（株式交換完全子会社）

株式交換に係る割当
ての内容

1 1,647

株式交換により発行
する新株式数

当社は本株式交換に際し、普通株式：3,294,000株を割当て交付する予定ですが、
交付する株式は、当社が保有する自己株式（平成25年６月30日現在2,494,702株）を
充当する予定であり、自己株式の充当で不足する株式については、新たに普通株式
を発行する予定です。
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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 536,744 △20.8

立体駐車装置関連 979,412 △5.1

合計 1,516,156 △11.3

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 107,064 △84.1 8,394,084 178.6

立体駐車装置関連 955,998 12.0 4,021,192 △13.9

合計 1,063,062 △30.4 12,415,277 61.6
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