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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12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 ％

23年3月期第3四半期 10,072 7.0 431 248.3 479 167.1 463 411.2
22年3月期第3四半期 9,416 △9.4 123 △59.9 179 △50.0 90 △50.9

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

23年3月期第3四半期 77.39 ―

22年3月期第3四半期 15.14 ―

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

23年3月期第3四半期 12,083 9,611 79.5 1,603.80
22年3月期 11,832 9,259 78.3 1,544.99

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  9,611百万円 22年3月期  9,259百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
23年3月期 ― 10.00 ―

23年3月期 
（予想）

10.00 20.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 14,000 3.9 700 3.9 760 2.6 500 34.0 83.43



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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、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きを実施しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。 
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等については、【添付資料】P.3「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧くだ
さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 6,000,000株 22年3月期  6,000,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  7,204株 22年3月期  7,067株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 5,992,846株 22年3月期3Q 5,993,146株
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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、経済対策等の効果や新興国向けの輸出拡大などにより、一

部景気に持ち直しの動きが見られましたが、海外経済の減速や急激な円高進行に伴う企業業績懸念が高まるなど、

景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

  このような情勢のもと、当社グループといたしましては、「交通サービス事業」におきましては、保守エリアの

拡大に注力するとともに、鉄道事業者による駅ホーム柵や新鉄道信号システム等の関連工事の確実な受注に努めま

した。また、「ＩＴサービス事業」におきましては、効率的な営業活動を推進するとともに、ネットワーク及びセ

キュリティ関連事業の拡大に向けた組織の整備並びに基幹要員の育成を図りました。さらには、駐車場機器販売及

び運営支援サービスの積極的な営業活動を展開いたしました。 

これらの結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は10,072百万円（前年同期比7.0％増）、経

常利益は479百万円（前年同期比167.1％増)、四半期純利益は463百万円（前年同期比411.2％増)となりました。 

当第３四半期連結累計期間の概況をセグメント別に申し上げますと次のとおりであります。  

「交通サービス事業」 

ＡＦＣ分野では、中部地区における駅務機器ＩＣ化関連工事のほか、駅のホーム柵関連工事等の受注が拡大

し、また、交通システム分野では、管制システム及びその関連機器並びに一般信号機器の保守・設置・改造等の受

注が堅調に推移いたしました。さらに、鉄道信号分野でも、地下鉄及び新交通システムを中心とした保守サービス

のほか、機器の改修作業等が増加したことにより、売上が拡大いたしました。 

これらの結果、当セグメントの売上高は4,029百万円となり、営業利益は723百万円となりました。 

 「ＩＴサービス事業」 

ＯＡ機器分野では、ネットワーク及びセキュリティ関連事業並びにハードを対象とした保守サービスが、企業

の設備投資回復の遅れやコスト削減等の影響を受けて伸び悩む中、医療機器の保守サービスも低調に推移いたしま

した。一方、駐車場機器分野では、積極的な営業活動が奏功し、機器販売及び工事関連作業が増加するとともに、

駐車場運営支援サービスも売上拡大に寄与いたしました。また、情報機器分野では、駅の旅客案内表示装置の保

守・設置・改造業務等があり、売上はほぼ前年並に推移いたしました。 

これらの結果、当セグメントの売上高は6,043百万円となり、営業利益は357百万円となりました。 

なお、当社グループは、従来、電気・電子機器の保守サービス等の単一事業のため、事業の種類別セグメント

情報を記載しておりませんでしたが、第１四半期連結会計期間から、「セグメント情報等の開示に関する会計基

準」の適用により、「交通サービス事業」、「ＩＴサービス事業」の各セグメントで記載しております。そのた

め、対前年同期との金額比較は記載しておりません。  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況  

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、売掛金の減少等がありましたが、退職年金制度の移行に伴い投資

その他の資産に含まれている前払年金費用が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ251百万円増加

し、12,083百万円となりました。 

  負債合計は、買掛金及び賞与引当金等の減少等により、前連結会計年度末に比べ100百万円減少し、2,472百万

円となりました。 

  純資産合計は、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ352百万円増加し、9,611百万円となりま

した。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の減少等によ

り前連結会計年度末に比べ294百万円増加し、1,758百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、351百万円となりました。 

これは主に、売上債権の減少によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間における投資活動の結果得られた資金は、62百万円となりました。 

  これは主に、預け金の減少によるものであります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は、119百万円となりました。 

  これは主に、配当金の支払によるものであります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成22年10月28日発表の業績予想値に変更はありません。 

わが国経済は、輸出の減速や景気刺激策の反動等を背景に、景気は停滞感の強い状態が続くものと予想されま

す。 

 当社グループにおきましては、引続き営業力の強化および経営の効率化を図ることにより、業績の向上に努め

てまいります。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

  該当事項はありません。  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認  

 められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

② たな卸資産の評価方法 

   当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸 

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測を利用する方

法によっております。 

２．特有の会計処理 

税金費用の計算 

  当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期

純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。なお、法人税等調整額は法人税等に含

めて表示しております。 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．資産除去債務に関する会計基準の適用  

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益は0百万円、税金等調整前四半期純利益は11百万円減少しております。  

２．企業結合に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及

び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12

月26日）を適用しております。 

  

（追加情報）  

退職給付制度の変更 

 当社は、平成22年10月１日付で、これまで退職給付制度として採用していた適格退職年金制度を確定給付企業

年金制度および確定拠出年金制度へ移行いたしました。 

 この移行に伴い、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用し、

当第３四半期連結累計期間において制度移行に伴う利益として428百万円を特別利益に計上しております。   

２．その他の情報



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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,758,666 1,464,094

受取手形及び売掛金 3,092,388 3,376,145

商品 15,820 10,934

貯蔵品 465,164 485,466

繰延税金資産 381,688 381,688

預け金 3,360,000 3,560,000

その他 156,463 143,114

貸倒引当金 △215 △3,525

流動資産合計 9,229,976 9,417,918

固定資産   

有形固定資産 781,815 809,567

無形固定資産 298,781 299,801

投資その他の資産   

投資有価証券 376,203 361,940

その他 1,400,909 957,056

貸倒引当金 △4,070 △14,275

投資その他の資産合計 1,773,042 1,304,722

固定資産合計 2,853,638 2,414,090

資産合計 12,083,615 11,832,009

負債の部   

流動負債   

買掛金 573,378 606,105

未払法人税等 360,167 350,968

前受金 273,858 256,088

賞与引当金 384,429 655,778

役員賞与引当金 15,340 14,500

その他 624,922 445,690

流動負債合計 2,232,096 2,329,131

固定負債   

繰延税金負債 200,382 199,316

退職給付引当金 19,761 17,320

その他 20,112 27,222

固定負債合計 240,256 243,858

負債合計 2,472,353 2,572,989



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 833,200 833,200

資本剰余金 727,800 727,800

利益剰余金 8,038,065 7,694,141

自己株式 △7,990 △7,852

株主資本合計 9,591,074 9,247,289

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 20,187 11,729

評価・換算差額等合計 20,187 11,729

純資産合計 9,611,262 9,259,019

負債純資産合計 12,083,615 11,832,009



（２）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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 9,416,028 10,072,533

売上原価 8,552,522 8,965,494

売上総利益 863,506 1,107,038

販売費及び一般管理費 739,701 675,816

営業利益 123,804 431,222

営業外収益   

受取利息 21,046 18,275

受取配当金 6,621 6,875

不動産賃貸料 1,674 1,883

保険配当金 22,555 16,386

その他 5,265 6,348

営業外収益合計 57,162 49,770

営業外費用   

不動産賃貸費用 1,469 1,679

その他 48 19

営業外費用合計 1,518 1,699

経常利益 179,447 479,293

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,628 13,282

適格退職年金終了益 － 428,467

その他 － 59

特別利益合計 3,628 441,809

特別損失   

固定資産除却損 621 2,684

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,600

特別損失合計 621 13,285

税金等調整前四半期純利益 182,454 907,817

法人税等 91,733 444,036

少数株主損益調整前四半期純利益 － 463,781

四半期純利益 90,720 463,781



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 182,454 907,817

減価償却費 128,194 132,427

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,600

のれん償却額 3,267 9,803

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,692 △13,514

賞与引当金の増減額（△は減少） △313,500 △271,348

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18,000 840

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,209 2,441

前払年金費用の増減額（△は増加） 21,203 △41,188

適格退職年金終了益 － △428,467

受取利息及び受取配当金 △27,667 △25,150

売上債権の増減額（△は増加） 969,869 311,731

たな卸資産の増減額（△は増加） △29,345 15,416

仕入債務の増減額（△は減少） △289,617 △33,161

その他 108,793 173,504

小計 734,168 751,751

利息及び配当金の受取額 27,667 25,150

法人税等の支払額 △334,867 △425,232

営業活動によるキャッシュ・フロー 426,968 351,670

投資活動によるキャッシュ・フロー   

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△289,188 －

預け金の増減額(△は増加) 470,000 200,000

有形固定資産の取得による支出 △34,244 △66,431

無形固定資産の取得による支出 △6,239 △68,172

その他 6,352 △2,623

投資活動によるキャッシュ・フロー 146,680 62,772

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △347 △138

配当金の支払額 △143,870 △119,732

財務活動によるキャッシュ・フロー △144,218 △119,871

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 429,430 294,571

現金及び現金同等物の期首残高 1,330,317 1,464,094

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,759,748 1,758,666



該当事項はありません。  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）において、当社グループはＯＡ機

器、ＡＦＣ、駐車場機器、交通システム等の電気・電子機器の保守サービスならびに附帯事業の単一事業であ

り、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

〔所在地別セグメント情報〕  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）において、当社グループは本邦以

外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

〔海外売上高〕  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）において、当社グループは海外売

上高がないため該当事項はありません。 

〔セグメント情報〕  

１．報告セグメントの概要 

  当社グループの報告セグメントは、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検

討を行う対象となっているものであります。  

当社グループは、電気・電子機器の保守サービス等を中心に事業活動を展開しており、「交通サービス事

業」及び「ＩＴサービス事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「交通サービス事業」は、ＡＦＣ、交通システム、鉄道信号等を、「ＩＴサービス事業」はＯＡ機器、医療

機器、駐車場機器、情報機器等を保守サービスの対象としております。 

  

２．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 

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

（注）１．セグメント利益の調整額△649,988千円は、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、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．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。      

 ３．報告セグメントごとの、のれんに関する情報 

のれんの償却額及び未償却残高  

（単位：千円）

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  （単位：千円）

  

 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）  

交通サービス
事業 

ＩＴサービス
事業 

計

売上高     

外部顧客への売上高  4,029,327  6,043,205  10,072,533  －  10,072,533

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計  4,029,327  6,043,205  10,072,533  －  10,072,533

セグメント利益（営業利益）  723,593  357,618  1,081,211  △649,988  431,222

  交通サービス事業 ＩＴサービス事業 全社  合計  

当第３四半期連結累計期間 

償却額  
－ 9,803  － 9,803

当第３四半期会計期間末 

残高  
 － 49,018  － 49,018



（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平

成20年３月21日）を適用しております。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

（６）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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