
  

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） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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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）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  10,476  2.1  △106  －  △69  －  △28  －

25年３月期第１四半期  10,264  28.4  △278  －  △196  －  △331  －

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 391百万円 （ ％） －   25年３月期第１四半期 △549百万円 （ ％） －

  
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  △1.08  －

25年３月期第１四半期  △12.39  －

  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  31,857  12,263  38.5  458.29

25年３月期  31,864  11,871  37.3  443.65

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 12,263百万円   25年３月期 11,871百万円 

  
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  －  －  －

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：  無   

（注）平成26年３月期の期末配当予想に関しましては、現時点では未定とさせていただきます。

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）  20,000  △6.4  50  －  100  49.2  50  －  1.87

通期  44,000  5.8  500  25.0  600  10.5  400  93.6  14.95

（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 

新規    -社  （社名）                、除外    -社  （社名） 

  

  

  

  

（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 27,899,592株 25年３月期 27,899,592株 

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 1,140,417株 25年３月期 1,139,897株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 26,759,385株 25年３月期１Ｑ 26,762,383株 

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おりません。

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

なる仮定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]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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（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、新政権主導の経済政策や金融緩和による経済成長への期待

感から景況感は改善されつつありますが、株式市場の一服感や消費税の導入動向等に加え、長引く欧州経済の停滞

や中国経済の減速懸念などにより、依然として先行きは不透明な状況が続いております。 

このような環境の下、当グループは、主として自動車用の各種試験機メーカーとして事業展開しているオート

マックス株式会社を、当第1四半期連結累計期間より新たな連結子会社に加えるなど、着実な成長戦略を実行して

まいりました。 

その結果、当グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は、前年同期に比べ２億11百万円増加し、104億76

百万円となり、売上総利益も前年同期に比べ２億19百万円増加し、12億23百万円となりました。営業利益につきま

しては、前年同期に比べ１億72百万円増加したものの、１億６百万円の損失となりました。経常利益につきまして

は、前年同期に比べ１億26百万円増加したものの、69百万円の損失となり、四半期純利益につきましては、大きな

投資有価証券評価損を計上した前年同期に比べ３億２百万円増加し、28百万円の損失となりました。 

   

   

（２）財政状態に関する説明 

 当グループの当第１四半期連結会計期間末における総資産につきましては、受取手形及び売掛金の減少などによ

り、前連結会計年度末に比べ６百万円減少し、318億57百万円となりました。  

 負債につきましては、短期借入金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ３億98百万円減少し、195億94百

万円となりました。 

 純資産につきましては、その他有価証券評価差額金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ３億91百万円増

加し、122億63百万円となりました。 

   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 当第１四半期における業績は概ね予定通り推移しており、平成25年５月13日発表の通期連結業績予想に変更はあ

りません。 

   

   

（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。 

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 3,439 3,022 

受取手形及び売掛金 14,417 12,803 

有価証券 39 － 

商品及び製品 2,150 2,062 

仕掛品 49 699 

原材料及び貯蔵品 178 170 

前渡金 1,056 1,916 

繰延税金資産 22 76 

その他 1,259 1,099 

貸倒引当金 △13 △19 

流動資産合計 22,601 21,831 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,096 1,183 

減価償却累計額 △691 △745 

建物及び構築物（純額） 405 437 

機械装置及び運搬具 362 477 

減価償却累計額 △329 △422 

機械装置及び運搬具（純額） 32 55 

工具、器具及び備品 700 776 

減価償却累計額 △592 △666 

工具、器具及び備品（純額） 108 109 

土地 1,022 1,022 

リース資産 66 65 

減価償却累計額 △17 △16 

リース資産（純額） 48 48 

建設仮勘定 － 5 

有形固定資産合計 1,617 1,679 

無形固定資産   

のれん 637 700 

リース資産 11 10 

その他 254 243 

無形固定資産合計 904 955 

投資その他の資産   

投資有価証券 5,450 6,036 

長期貸付金 30 28 

繰延税金資産 － 48 

その他 1,262 1,284 

貸倒引当金 △3 △4 

投資その他の資産合計 6,740 7,392 

固定資産合計 9,262 10,026 

資産合計 31,864 31,857 



（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,072 9,682 

1年内償還予定の社債 380 380 

短期借入金 3,914 2,289 

リース債務 16 17 

未払法人税等 94 45 

前受金 1,242 2,693 

賞与引当金 152 110 

繰延税金負債 58 34 

その他 421 586 

流動負債合計 16,353 15,839 

固定負債   

社債 320 320 

長期借入金 1,937 1,793 

リース債務 46 45 

長期未払金 15 54 

繰延税金負債 350 432 

退職給付引当金 965 1,085 

資産除去債務 4 4 

その他 － 20 

固定負債合計 3,639 3,755 

負債合計 19,992 19,594 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,030 5,030 

資本剰余金 4,630 4,630 

利益剰余金 2,148 2,120 

自己株式 △343 △343 

株主資本合計 11,466 11,437 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 566 830 

繰延ヘッジ損益 40 55 

為替換算調整勘定 △201 △59 

その他の包括利益累計額合計 405 826 

純資産合計 11,871 12,263 

負債純資産合計 31,864 31,857 



（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：百万円）

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 10,264 10,476 

売上原価 9,260 9,252 

売上総利益 1,003 1,223 

販売費及び一般管理費   

役員報酬及び給料手当 470 504 

従業員賞与 3 10 

賞与引当金繰入額 64 68 

退職給付費用 45 48 

減価償却費 38 40 

貸倒引当金繰入額 66 △1 

その他 593 659 

販売費及び一般管理費合計 1,282 1,329 

営業損失（△） △278 △106 

営業外収益   

受取利息 4 1 

受取配当金 14 17 

受取賃貸料 0 0 

為替差益 21 － 

持分法による投資利益 74 41 

その他 5 5 

営業外収益合計 121 67 

営業外費用   

支払利息 18 21 

有価証券償還損 11 － 

為替差損 － 6 

その他 8 2 

営業外費用合計 39 30 

経常損失（△） △196 △69 

特別利益   

投資有価証券売却益 32 68 

特別利益合計 32 68 

特別損失   

投資有価証券評価損 153 6 

特別損失合計 153 6 

税金等調整前四半期純損失（△） △317 △6 

法人税、住民税及び事業税 26 51 

法人税等調整額 △12 △29 

法人税等合計 14 22 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △331 △28 

四半期純損失（△） △331 △28 



（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：百万円）

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（△） △331 △28 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △257 264 

繰延ヘッジ損益 △63 14 

為替換算調整勘定 90 121 

持分法適用会社に対する持分相当額 11 20 

その他の包括利益合計 △218 420 

四半期包括利益 △549 391 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △549 391 



 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

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） 

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  

（単位：百万円）

（注）１ セグメント利益又は損失（△）の調整額３百万円は、棚卸資産の調整によるものであります。   

   ２ 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一致しております。 

  

  

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） 

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  

（単位：百万円）

（注）１ セグメント損失（△）の調整額０百万円は、棚卸資産の調整によるものであります。   

   ２ セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

  

（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）

（セグメント情報等）

  

報告セグメント  

調整額 
（注）１  

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

基幹産業 
関連部門  

電子・制御 
システム 
関連部門  

産業素材 
関連部門 

計 

売上高            

外部顧客への売上高  4,729  1,789  3,744  10,264  －  10,264

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 34  7  20  62  △62  －

計  4,764  1,797  3,765  10,327  △62  10,264

セグメント利益 

又は損失（△） 
 △149  △134  8  △275  △3  △278

  

報告セグメント  

調整額 
（注）１  

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

基幹産業 
関連部門  

電子・制御 
システム 
関連部門  

産業素材 
関連部門 

計 

売上高            

外部顧客への売上高  4,486  2,167  3,822  10,476  －  10,476

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 9  4  62  76  △76  －

計  4,496  2,171  3,884  10,552  △76  10,476

セグメント損失（△）  △13  △44  △48  △105  △0  △106
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