
  

１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年12月31日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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  （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 ％ 

25年３月期第３四半期  5,829  8.4  △616  －  △673  －  △572  －

24年３月期第３四半期  5,377  △18.5  △557  －  △613  －  △435  －

（注）包括利益 25年３月期第３四半期 △561百万円（ ％） －   24年３月期第３四半期 △431百万円 （ ％） －

  
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３月期第３四半期  △63.70  －

24年３月期第３四半期  △48.40  －

  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３月期第３四半期  10,372  869  8.4  96.67

24年３月期  11,818  1,458  12.3  162.17

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 869百万円   24年３月期 1,458百万円 

  
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 

24年３月期  － 0.00 － 3.00  3.00

25年３月期  － 0.00 －    

25年３月期（予想）      3.00  3.00

（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25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

  （％表示は、対前期増減率）

  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 

通期  10,900  5.3  260  25.5  170  27.7  200  30.5  22.24

（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： 有

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） 25年３月期３Ｑ 9,050,000株 24年３月期 9,050,000株

②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 58,267株 24年３月期 58,267株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 8,991,733株 24年３月期３Ｑ 8,993,370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報告書の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、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。

 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。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要が引き続き下支えするなかで、経済政策への期待感

から過度な円高傾向が修正される等の動きが見られましたが、依然としてデフレ状態であることに加え、世界景気

の減速等を背景に厳しい状況が続きました。 

このような経済環境のもと、当連結グループは、交通システム機器、メカトロ機器、特機システム機器の各部門

において営業活動を展開してまいりました。この結果、売上高は58億２千９百万円となり、前年同四半期連結累計

期間と比べ8.4％増加しました。これは主に、交通システム機器部門の一部計画が前倒しになったことによるもの

です。 

損益面につきましては、営業損失は６億１千６百万円（前年同四半期連結累計期間は５億５千７百万円の損

失）、経常損失は６億７千３百万円（同６億１千３百万円の損失）、四半期純損失は５億７千２百万円（同４億３

千５百万円の損失）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は103億７千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億４千

６百万円減少致しました。これは主に現金及び預金の増加４億６百万円、受取手形及び売掛金の減少27億６千６

百万円、仕掛品の増加７億８千４百万円等によるものです。 

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における負債は95億３百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億５千７百万円

減少致しました。これは主に支払手形及び買掛金の減少７億４千６百万円、短期借入金の減少３千万円等による

ものです。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産は８億６千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億８千８

百万円減少致しました。これは利益剰余金の減少５億９千９百万円、その他有価証券評価差額金の増加１千万円

によるものです。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期予想につきましては、平成24年５月15日の決算短信で発表しました業績予想からの変更はございません。 

   

（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 

①固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積もりを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づ

く年間償却予定額を期間按分して算定しております。 

②原価差異の繰延処理 

 季節的に変動する操業度により発生した原価差異は、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれるため、当

該原価差異を流動資産（その他）として繰り延べております。 

   

（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。   

   

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
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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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,965,577 2,372,033

受取手形及び売掛金 4,829,936 2,063,633

商品及び製品 438,596 489,233

仕掛品 507,181 1,292,164

原材料及び貯蔵品 746,091 761,135

その他 336,431 450,978

流動資産合計 8,823,816 7,429,179

固定資産   

有形固定資産 2,300,435 2,219,088

無形固定資産 19,366 15,651

投資その他の資産 675,022 708,397

固定資産合計 2,994,824 2,943,136

資産合計 11,818,640 10,372,316

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,363,535 1,617,378

短期借入金 4,340,500 4,310,000

未払法人税等 17,327 11,856

賞与引当金 100,283 84,926

その他 574,955 503,506

流動負債合計 7,396,603 6,527,668

固定負債   

長期借入金 68,000 76,000

退職給付引当金 2,110,040 2,133,719

役員退職慰労引当金 144,937 142,159

資産除去債務 23,251 24,582

その他 617,656 598,974

固定負債合計 2,963,885 2,975,436

負債合計 10,360,488 9,503,104

純資産の部   

株主資本   

資本金 700,700 700,700

資本剰余金 722,424 722,424

利益剰余金 59,031 △540,702

自己株式 △41,359 △41,359

株主資本合計 1,440,796 841,062

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 17,355 28,148

その他の包括利益累計額合計 17,355 28,148

純資産合計 1,458,152 869,211

負債純資産合計 11,818,640 10,372,316
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 5,377,470 5,829,440

売上原価 4,205,419 4,692,276

売上総利益 1,172,050 1,137,163

販売費及び一般管理費 1,729,200 1,753,660

営業損失（△） △557,150 △616,497

営業外収益   

受取利息 172 185

受取配当金 7,204 7,011

不動産賃貸料 6,898 6,300

その他 8,771 8,279

営業外収益合計 23,046 21,776

営業外費用   

支払利息 70,078 68,358

その他 9,390 10,171

営業外費用合計 79,468 78,530

経常損失（△） △613,571 △673,251

特別損失   

固定資産除却損 1,151 4,399

特別損失合計 1,151 4,399

税金等調整前四半期純損失（△） △614,723 △677,650

法人税、住民税及び事業税 8,486 12,546

法人税等調整額 △187,923 △117,439

法人税等合計 △179,436 △104,892

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △435,286 △572,758

四半期純損失（△） △435,286 △572,758

㈱高見沢サイバネティックス　平成25年3月期　第3四半期決算短信

4



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △435,286 △572,758

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 4,217 10,792

その他の包括利益合計 4,217 10,792

四半期包括利益 △431,069 △561,965

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △431,069 △561,965
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該当事項はありません。   

   

該当事項はありません。   

   

（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
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