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1.  平成26年5月期第1四半期の連結業績（平成25年6月1日～平成25年8月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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5月期第1四半期 6,734 10.0 △56 ― △80 ― △236 ―
25年5月期第1四半期 6,120 △30.7 △505 ― △448 ― △631 ―

（注）包括利益 26年5月期第1四半期 △394百万円 （―％） 25年5月期第1四半期 △131百万円 （―％）

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5月期第1四半期 △4.90 ―
25年5月期第1四半期 △13.09 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年5月期第1四半期 43,035 17,835 41.4
25年5月期 42,364 18,519 43.7
（参考） 自己資本   26年5月期第1四半期  17,835百万円 25年5月期  18,519百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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5月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
26年5月期 ―
26年5月期（予想） 0.00 ― 6.00 6.00

3. 平成26年 5月期の連結業績予想（平成25年 6月 1日～平成26年 5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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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) 16,000 17.9 200 ― 200 ― 120 ― 2.46
通期 36,000 17.7 1,500 199.3 1,500 30.4 750 3.8 15.40



(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  

(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 
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ますが、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
対するレビュー報告書を受領しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報により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異なる場合があります。なお、業績
予想に関連する事項につきましては３ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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5月期1Q 48,675,000 株 25年5月期 48,675,000 株
② 期末自己株式数 26年5月期1Q 465,516 株 25年5月期 463,566 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年5月期1Q 48,210,571 株 25年5月期1Q 48,216,205 株
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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説明 

当第１四半期連結累計期間（平成25年６月１日～平成25年８月31日）における我が国経済は、新政権

による経済政策や金融緩和を背景に円高修正や株高が進み、景況感の改善とともに実体経済面での効果

も少しずつ表れてきました。一方海外では、欧米経済は持ち直し傾向にあるものの、輸出の軟調からア

ジア景気の足踏み状態が続くなど不透明な状況で推移しました。 

このような経済状況の下、当社グループは、平成24年６月にスタートさせた中期経営計画「ダッシュ

2015」に基づき、経営基盤の抜本的強化と企業価値の飛躍的増大を目指し、グループ一丸となって取り

組んでまいりました。 

計画２年目となる当第１四半期連結累計期間における業績は次のとおりです。 

 

受注高は、企業の慎重な設備投資姿勢により産業事業と情報機器事業で減少したものの、交通事業が

国内・海外向け共に大幅に増加したことから、前年同期比16.7％増の79億64百万円となりました。 

売上高は、情報機器事業は減少したものの、交通事業が国内・海外向け共に増加に転じ、産業事業も

僅かながら増加したことから、前年同期比10.0％増の67億34百万円となりました。 

損益面では、売上高の増加と採算改善により営業利益は前年同期比４億48百万円増の56百万円の損失

となり、経常利益も同３億68百万円増の80百万円の損失、四半期純利益も同３億95百万円増の２億36百

万円の損失となりました。 

なお、当社グループの事業構造として、第４四半期連結会計期間に売上が集中する傾向があるため、

四半期連結会計期間別の業績には季節的変動があります。 

 

報告セグメント別の状況は次のとおりです。 

 

＜交通事業＞ 

受注高は、国内向けが大幅な増加に転じ、海外向けも増加したことから、前年同期比49.9％増の45億

90百万円となりました。 

売上高は、国内外向けともに増加したことから、前年同期比19.1％増の44億７百万円となりました。

セグメント利益は、増収および採算の改善により前年同期比290.3％増の５億38百万円となりました。 

 

＜産業事業＞ 

受注高は、自動車開発用試験機やインフラ関連向けで弱含み、前年同期比8.0％減の31億64百万円とな

りました。 

売上高は、自動車開発用試験機や印刷機械向けが牽引し、前年同期比3.5％増の21億94百万円となりま

した。セグメント利益は、68百万円の損失となりました。 

 

＜情報機器事業＞ 

受注高は、車掌用携帯端末向け増加の反動から、前年同期比35.4％減の２億７百万円となりました。 

売上高も、受注高と同様の理由により前年同期比56.3％減の１億31百万円となりました。セグメント

利益は、35百万円の損失となりました。 
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（注）報告セグメント別の売上高については、「外部顧客への売上高」であり、「セグメント間の内

部売上高又は振替高」は含みません。 

 

（２）連結財政状態に関する説明 

当第１四半期連結会計期間末における資産合計については、受取手形及び売掛金の減少７億36百

万円、投資有価証券の減少３億46百万円等がありましたが、現金及び預金の増加10億35百万円、た

な卸資産の増加８億13百万円等もあり、前連結会計年度末より６億70百万円増加し430億35百万円と

なりました。 

負債合計については、長期借入金は２億33百万円減少したものの、短期借入金が22億80百万円増

加したこと等から前連結会計年度末より13億55百万円増加し252億円となりました。 

純資産合計については、利益剰余金の減少５億25百万円、その他有価証券評価差額金の減少２億

28百万円等から、前連結会計年度末より６億84百万円減少し178億35百万円となりました。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年７月10日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

 

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 

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。 
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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：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,302 2,338

受取手形及び売掛金 13,384 12,647

商品及び製品 1,464 1,659

仕掛品 3,081 3,514

原材料及び貯蔵品 2,118 2,303

その他 632 525

貸倒引当金 △40 △38

流動資産合計 21,943 22,951

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,973 7,044

減価償却累計額 △3,988 △4,051

建物及び構築物（純額） 2,985 2,993

機械装置及び運搬具 6,757 6,769

減価償却累計額 △5,648 △5,744

機械装置及び運搬具（純額） 1,108 1,024

土地 289 289

建設仮勘定 80 78

その他 3,024 3,086

減価償却累計額 △2,476 △2,527

その他（純額） 547 558

有形固定資産合計 5,012 4,945

無形固定資産   

ソフトウエア 274 255

その他 47 52

無形固定資産合計 321 307

投資その他の資産   

投資有価証券 13,318 12,972

その他 1,932 2,022

貸倒引当金 △162 △162

投資その他の資産合計 15,087 14,831

固定資産合計 20,421 20,084

資産合計 42,364 43,035
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,646 4,612

短期借入金 4,296 6,576

1年内償還予定の社債 120 120

未払法人税等 319 44

未払消費税等 67 42

未払費用 2,883 2,964

前受金 413 405

預り金 212 279

役員賞与引当金 16 4

賞与引当金 772 390

受注損失引当金 196 194

その他 335 306

流動負債合計 14,280 15,941

固定負債   

長期借入金 5,413 5,179

長期未払金 164 148

退職給付引当金 3,289 3,369

環境対策引当金 43 43

その他 653 517

固定負債合計 9,564 9,258

負債合計 23,844 25,200

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,998 4,998

資本剰余金 3,177 3,177

利益剰余金 7,155 6,630

自己株式 △163 △164

株主資本合計 15,167 14,641

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,367 3,138

為替換算調整勘定 △14 54

その他の包括利益累計額合計 3,352 3,193

純資産合計 18,519 17,835

負債純資産合計 42,364 43,035
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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：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年６月１日 
 至 平成25年８月31日) 

売上高 6,120 6,734

売上原価 4,935 5,178

売上総利益 1,185 1,555

販売費及び一般管理費 1,691 1,612

営業損失（△） △505 △56

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 78 83

持分法による投資利益 36 5

雑収入 18 5

営業外収益合計 132 94

営業外費用   

支払利息 43 42

固定資産廃棄損 3 5

為替差損 28 68

雑損失 1 0

営業外費用合計 76 117

経常損失（△） △448 △80

特別損失   

投資有価証券評価損 1 －

特別損失合計 1 －

税金等調整前四半期純損失（△） △450 △80

法人税、住民税及び事業税 5 28

法人税等調整額 174 127

法人税等合計 180 155

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △631 △236

四半期純損失（△） △631 △236
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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：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年６月１日 
 至 平成25年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △631 △236

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 469 △228

為替換算調整勘定 △1 8

持分法適用会社に対する持分相当額 32 61

その他の包括利益合計 499 △158

四半期包括利益 △131 △394

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △131 △394

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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。 

 

（セグメント情報等） 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自  平成24年６月１日  至  平成24年８月31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） 

 
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）

交通事業 産業事業
情報機器
事業 

売上高    

  外部顧客への売上高 3,699 2,119 300 1 6,120 － 6,120

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

1 0 － 129 130 △130 －

計 3,700 2,120 300 131 6,251 △130 6,120

セグメント利益又は損失
（△） 

138 △184 58 7 19 △525 △505

(注) １  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、労働者派遣に関連する業務な

どです。 

２  セグメント利益又は損失（△）の調整額△525百万円は、セグメント間取引消去０百万円、各報告セグ

メントに帰属しない全社費用△525百万円です。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管

理費及び研究開発費です。 

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25年６月１日  至  平成25年８月31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） 

 
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）

交通事業 産業事業
情報機器
事業 

売上高    

  外部顧客への売上高 4,407 2,194 131 1 6,734 － 6,734

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

1 0 － 110 112 △112 －

計 4,409 2,194 131 112 6,846 △112 6,734

セグメント利益又は損失
（△） 

538 △68 △35 8 442 △499 △56

(注) １  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、労働者派遣に関連する業務な

どです。 

２  セグメント利益又は損失（△）の調整額△499百万円は、セグメント間取引消去３百万円、各報告セグ

メントに帰属しない全社費用△503百万円です。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管

理費及び研究開発費です。 

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。 
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４．補足説明資料 

(1) 生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

部  門 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年６月１日 
 至 平成25年８月31日) 

金額 

(百万円) 

構成比 

(％) 

金額 

(百万円) 

構成比 

(％) 

交通事業 3,302 61.1 4,481 65.1

産業事業 1,812 33.5 2,321 33.7

情報機器事業 287 5.3 84 1.2

その他 － － － －

合  計 5,402 100.0 6,888 100.0

（注）１ 金額は、販売価格によっております。 

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
② 受注状況 

部  門 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年６月１日 
 至 平成25年８月31日) 

受注高 
(百万円) 

受注残高 
(百万円) 

受注高 
(百万円) 

受注残高 
(百万円) 

交通事業 3,061 13,801 4,590 18,238

産業事業 3,440 6,162 3,164 5,726

情報機器事業 321 573 207 472

その他 1 － 1 －

合  計 6,825 20,537 7,964 24,436

（注）１ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 

③ 販売実績 

部  門 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年６月１日 
 至 平成25年８月31日) 

金額 

(百万円) 

構成比 

(％) 

金額 

(百万円) 

構成比 

(％) 

交通事業 3,699 60.4 4,407 65.4

産業事業 2,119 34.6 2,194 32.6

情報機器事業 300 4.9 131 1.9

その他 1 0.0 1 0.0

合  計 6,120 100.0 6,734 100.0

（注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２ 当社グループの事業構造として、第４四半期連結会計期間に売上が集中する傾向があるため、 

四半期連結会計期間別の業績には季節的変動があります。 
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