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1.  平成25年5月期第2四半期の連結業績（平成24年6月1日～平成24年11月30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 ％

25年5月期第2四半期 13,566 △28.0 △515 ― △283 ― △401 ―
24年5月期第2四半期 18,830 △0.5 515 △19.8 525 △8.6 303 54.5

（注）包括利益 25年5月期第2四半期 155百万円 （△55.4％） 24年5月期第2四半期 349百万円 （―％）

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5月期第2四半期 △8.32 ―
24年5月期第2四半期 6.29 ―

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5月期第2四半期 38,567 14,914 38.7 309.35
24年5月期 38,086 15,049 39.5 312.12
（参考） 自己資本   25年5月期第2四半期  14,914百万円 24年5月期  15,049百万円

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

24年5月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
25年5月期 ― 0.00
25年5月期（予想） ― 6.00 6.00

3. 平成25年 5月期の連結業績予想（平成24年 6月 1日～平成25年 5月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
平成24年７月11日に公表いたしました「平成25年５月期の業績予想」を修正しております。詳細につきましては、平成24年12月12日公表の「平成25年５月期 通
期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

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 33,000 △14.4 700 △58.8 750 △58.1 350 △55.5 7.26



(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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年5月期2Q 48,675,000 株 24年5月期 48,675,000 株
② 期末自己株式数 25年5月期2Q 460,565 株 24年5月期 458,570 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年5月期2Q 48,215,544 株 24年5月期2Q 48,220,740 株
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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 

当第２四半期連結累計期間（平成24年６月１日～平成24年11月30日）におけるわが国経済は、震災

復旧・復興関連需要は堅調なものの、欧州や新興国など海外経済の減速を背景とした輸出の減少に加

え、個人消費や設備投資も弱含むなど厳しい状況が続きました。 

 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

取り組んでおります。 

 計画初年度の当第２四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、交通事業、産業事業、情報機器事業がすべて減少したことにより、前年同期比9.5％減の

152億78百万円となりました。 

 売上高は、情報機器事業は増加したものの、交通事業と産業事業が減少したため、前年同期比

28.0％減の135億66百万円となりました。 

 損益面では、売上高の減少を主因に営業利益は前年同期比10億30百万円減の５億15百万円の損失と

なり、経常利益も前年同期比８億９百万円減の２億83百万円の損失、四半期純利益は前年同期比７億

４百万円減の４億１百万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。 

① 交通事業 

 受注高は、海外向けが減少し、前年同期比9.4％減の79億58百万円となりました。売上高は、とくに

海外向けが大きく減少し、前年同期比36.4％減の76億57百万円となりました。セグメント利益は５億

65百万円となりました。 

② 産業事業 

 受注高は、前年同期比3.4％減の63億48百万円となりました。売上高は、国内・海外向けともに減少

し、前年同期比17.2％減の52億36百万円となりました。セグメント利益は45百万円の損失となりまし

た。 

③ 情報機器事業 

 受注高は、鉄道駅務関連のＩＣカード機器対応案件が減少し、前年同期比36.3％減の９億67百万円

となりました。売上高は、同案件が増加し、前年同期比43.8％増の６億69百万円となりました。セグ

メント利益は54百万円となりました。 

（注１）第１四半期連結会計期間から、報告セグメントのうち「ＩＴ事業」を「情報機器事業」に名

称変更しております。 

（注２）報告セグメント別の売上高については、「外部顧客に対する売上高」で、「セグメント間の

内部売上高又は振替高」は含みません。 
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（2）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末における資産合計については、売上債権の減少19億６百万円等があり

ましたが、投資有価証券の増加８億17百万円、たな卸資産の増加９億46百万円等があり、前連結会計

年度末より４億81百万円増加の385億67百万円となりました。 

負債合計については、借入金の増加18億61百万円などがあったことから前連結会計年度末より６億

15百万円増加の236億52百万円となりました。 

純資産合計については、その他有価証券評価差額金の増加５億49百万円等がありましたが、利益剰

余金の減少６億90百万円等があり、前連結会計年度末１億34百万円減少の149億14百万円となりました。 

 

（3）連結業績予想に関する定性的情報 

現時点では平成25年５月期通期業績予想につきましては、平成24年12月12日公表の「平成25年５月

期 通期業績予想の修正に関するお知らせ」と変更ございません。 

（注）業績予想は現時点において入手可能な情報に基づいており、実際の業績は今後様々な要因に

よって予想値と異なる結果となる可能性があります。 

 

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の概要 

  該当事項はありません。 

   

（2） 四半期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・会計上の見積の変更・修正再表示 

（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） 

  当社および国内連結子会社は法人税法の改正に伴い第１四半期連結会計期間より、平成24年６月

１日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更してお

ります。 

これによる当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への

影響は軽微であります。  
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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24年５月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,489 1,789

受取手形及び売掛金 13,728 11,822

商品及び製品 1,598 1,678

仕掛品 2,242 2,873

原材料及び貯蔵品 1,690 1,926

その他 694 848

貸倒引当金 △28 －

流動資産合計 21,415 20,937

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,279 6,826

減価償却累計額 △3,905 △3,869

建物及び構築物（純額） 2,373 2,957

機械装置及び運搬具 6,404 6,713

減価償却累計額 △5,174 △5,380

機械装置及び運搬具（純額） 1,229 1,333

土地 289 289

建設仮勘定 495 38

その他 2,714 2,903

減価償却累計額 △2,242 △2,341

その他（純額） 472 562

有形固定資産合計 4,861 5,180

無形固定資産   

ソフトウエア 279 280

その他 66 55

無形固定資産合計 346 335

投資その他の資産   

投資有価証券 8,929 9,747

その他 2,550 2,406

貸倒引当金 △16 △40

投資その他の資産合計 11,463 12,113

固定資産合計 16,670 17,629

資産合計 38,086 38,567
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年５月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,544 4,180

短期借入金 6,376 8,795

1年内償還予定の社債 160 120

未払法人税等 473 128

未払消費税等 185 20

未払費用 2,909 2,728

前受金 182 113

預り金 213 224

賞与引当金 891 925

役員賞与引当金 46 23

受注損失引当金 197 190

その他 540 562

流動負債合計 16,720 18,014

固定負債   

社債 120 60

長期借入金 2,729 2,171

退職給付引当金 3,136 3,135

環境対策引当金 43 43

長期未払金 251 187

その他 35 40

固定負債合計 6,316 5,637

負債合計 23,036 23,652

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 6,722 6,031

自己株式 △162 △163

株主資本合計 14,735 14,044

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 415 965

為替換算調整勘定 △102 △95

その他の包括利益累計額合計 313 870

純資産合計 15,049 14,914

負債純資産合計 38,086 38,567
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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２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年11月30日) 

売上高 18,830 13,566

売上原価 14,703 10,466

売上総利益 4,126 3,100

販売費及び一般管理費 3,611 3,615

営業利益又は営業損失（△） 515 △515

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 68 103

持分法による投資利益 10 43

生命保険配当金 45 85

為替差益 － 91

雑収入 13 23

営業外収益合計 138 347

営業外費用   

支払利息 72 86

固定資産廃棄損 3 7

為替差損 40 －

雑損失 11 21

営業外費用合計 128 115

経常利益又は経常損失（△） 525 △283

特別損失   

投資有価証券評価損 21 －

事務所移転費用 － 15

災害による損失 7 －

特別損失合計 28 15

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（△）

496 △299

法人税、住民税及び事業税 116 86

法人税等調整額 77 15

法人税等合計 193 102

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

303 △401

四半期純利益又は四半期純損失（△） 303 △401
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

303 △401

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 53 549

為替換算調整勘定 △12 △2

持分法適用会社に対する持分相当額 4 9

その他の包括利益合計 46 556

四半期包括利益 349 155

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 349 155

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年11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（△）

496 △299

減価償却費 532 537

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12 △4

賞与引当金の増減額（△は減少） △22 34

退職給付引当金の増減額（△は減少） △77 △1

受取利息及び受取配当金 △68 △103

支払利息 72 86

投資有価証券評価損益（△は益） 21 －

売上債権の増減額（△は増加） △2,465 1,899

たな卸資産の増減額（△は増加） 597 △949

仕入債務の増減額（△は減少） △839 △357

受注損失引当金の増減額（△は減少） 16 △3

前受金の増減額（△は減少） △194 △68

未払費用の増減額（△は減少） △301 △176

環境対策引当金の増減額（△は減少） △89 －

その他 △189 △374

小計 △2,521 219

利息及び配当金の受取額 86 114

利息の支払額 △75 △94

法人税等の支払額 △360 △448

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,870 △208

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △523 △841

投資有価証券の取得による支出 △910 △6

その他 △98 △177

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,533 △1,025

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 4,599 2,499

長期借入金の返済による支出 △370 △638

社債の償還による支出 △100 △100

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △291 △223

その他 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,837 1,538

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15 △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △581 299

現金及び現金同等物の期首残高 2,410 1,489

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,829 1,789
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 
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(5) セグメント情報等 

 【セグメント情報】 

I. 前第２四半期連結累計期間（自  平成23年６月１日  至  平成23年11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） 

 
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 12,033 6,326 465 5 18,830 － 18,830

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

13 0 － 436 451 △451 －

計 12,046 6,327 465 441 19,281 △451 18,830

セグメント利益 1,377 52 39 25 1,494 △979 515

(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、基幹業務システム管理・労働

者派遣に関連する業務などです。 

２  セグメント利益の調整額△979百万円は、セグメント間取引消去△２百万円、各報告セグメントに帰属

しない全社費用△977百万円です。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２四半期連結累計期間（自  平成24年６月１日  至  平成24年11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） 

 
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 7,657 5,236 669 3 13,566 － 13,566

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

6 1 － 277 285 △285 －

計 7,664 5,237 669 281 13,852 △285 13,566

セグメント利益又は損失
（△） 

565 △45 54 21 596 △1,111 △515

(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△1,111百万円は、セグメント間取引消去△1百万円、各報告セグメン

トに帰属しない全社費用△1,110百万円です。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。 

    ４ 第１四半期連結会計期間から、報告セグメントのうち「ＩＴ事業」を「情報機器事業」に名称変更をし

ております。 
 

(6) 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。 
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４．補足資料 

(1) 生産、受注及び販売の状況 

 

① 生産実績 

部  門 

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年11月30日) 

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 

交通事業 11,853 66.5 8,023 60.8

産業事業 5,735 32.2 4,630 35.1

情報機器事業 222 1.3 552 4.2

その他 － － － －

合  計 17,812 100.0 13,206 100.0

（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。 

３ 当第１四半期連結会計期間から、報告セグメントのうち「ＩＴ事業」を「情報機器事業」に名 

称変更をしております。 

 

② 受注状況 

部  門 

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年11月30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 8,786 17,522 7,958 14,740

産業事業 6,574 4,561 6,348 5,953

情報機器事業 1,518 1,422 967 849

その他 5 － 3 －

合  計 16,884 23,505 15,278 21,544

（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 当第１四半期連結会計期間から、報告セグメントのうち「ＩＴ事業」を「情報機器事業」に名 

称変更をしております。 

 

③ 販売実績 

部  門 

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第２半期連結累計期間 

(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年11月30日) 

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 

交通事業 12,033 63.9 7,657 56.4

産業事業 6,326 33.6 5,236 38.6

情報機器事業 465 2.5 669 4.9

その他 5 0.0 3 0.0

合  計 18,830 100.0 13,566 100.0

（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。 

３ 当第１四半期連結会計期間から、報告セグメントのうち「ＩＴ事業」を「情報機器事業」に名 

称変更をしております。 
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