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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 4,174 ― 46 ― 26 ― 11 ―
20年3月期第1四半期 4,062 △5.7 144 △2.7 115 △4.0 77 17.3

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

21年3月期第1四半期 0.26 ―
20年3月期第1四半期 1.76 ―

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

21年3月期第1四半期 21,778 14,415 63.6 320.70
20年3月期 22,417 14,849 63.7 330.34

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  13,854百万円 20年3月期  14,272百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 7.00 7.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 7.00 7.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 9,700 ― 570 ― 500 ― 330 ― 7.64
通期 20,700 4.0 1,470 3.6 1,280 0.2 800 19.6 18.52

4.  その他 
(1) 期中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) 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  有  

[(注）詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］  

(3) 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（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もの） 

[(注）詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可
能性があります。業績予想の背景等については、２ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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） 21年3月期第1四半期  47,800,580株 20年3月期  47,800,580株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  4,600,886株 20年3月期  4,595,149株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  43,202,459株 20年3月期第1四半期  43,832,975株
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【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期（平成20年4月1日から平成20年6月30日まで）のわが国経済は、原油価格の値上り、

米国経済の減速などの影響により、しだいに不透明感が増してまいりました。このような状況のな
かで、当社グループは、営業機能の再編によりマーケティングや営業プロモート力を強化するとと
もに、地域別の営業体制と連携して機動的な活動を行うソリューション営業体制を整え、また、生
産面では中国子会社における計装受注拡大に対応した現地生産力の強化を図る等、積極的な施策を
推進してまいりました。 
　当第１四半期の連結業績につきましては、受注高は4,727百万円（前年同期比 7.0％減）、売上
高は4,174百万円（前年同期比2.8％増）となりました。このうち国内向けの売上高は3,476百万円
（前年同期比0.5％増）、海外売上高は698百万円（前年同期比15.9％増）となりました。 
　内容別では、『計測制御機器』はサイリスタの伸長や、民生機器もやや回復し1,607百万円（前年
同期比9.6％増）、『計装システム』は1,382百万円（前年同期比2.8％増）、『センサ』は放射機器関
連需要が減少し957百万円（前年同期比6.3％減）、『その他』は227百万円（前年同期比0.6％減）
となりました。 
　利益面では、営業利益は46百万円（前年同期比68.2％減）、経常利益は26百万円（前年同期比
76.9％減）、当四半期純利益は11百万円（前年同期比85.7％減）となりました。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報
(1)資産、負債、純資産当の状況

当第１四半期末の財政状態は前期末（平成20年3月末）より総資産が638百万円減少、一方、負債合計
は204百万円減少しました。流動資産の増減の主なものは現金預金・有価証券（113百万円増）、受取手形
及び売掛金（1,003百万円減）、たな卸資産（277百万円増）等であります。固定資産は、投資その他の資
産では51百万円減少しました。負債の増減の主なものは、支払手形及び買掛金（247百万円減）等であり
ます。また、純資産は14,415百万円となり、自己資本比率は63.6％となりました。 

(2)連結キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益25百万円、減価償却費

181百万円、売上債権の減少額909百万円のプラスに対し、たな卸資産の増加325百万円、法人
税等の支払額177百万円、仕入債務の減少203百万円等のマイナスがあり、収支は548百万円の
プラス（前年同期158百万円のプラス）になりました。 
　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出155百万円等により
93百万円のマイナス（前年同期94百万円のマイナス）となりました。 
　財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払250百万円等で269百万円のマイナス
（前年同期324百万円のマイナス）となっております。 
　以上の結果、現金及び現金同等物の当第１四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ123百
万円増加し、3,231百万円となりました。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報
当第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、日本経済の状況から予断は許しませんが、

現時点では平成20年５月15日に発表いたしました「平成20年３月期 決算短信」の業績予想に変更はござい
ません。 
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4. その他
(1) 期中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)

該当事項はありません。

(2) 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
税金費用の計算
当第１四半期連結会計期間を含む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もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(3) 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
①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結
財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を当第１四半期連結会
計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
に変更しております。なお、この変更による損益への影響はありません。
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5. 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１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,271,509 3,108,197

受取手形及び売掛金 8,132,626 9,135,789

商品 366,121 292,087

製品 549,275 450,341

原材料 1,149,100 1,078,569

仕掛品 785,917 752,270

その他 655,671 586,526

貸倒引当金 △17,794 △20,640

流動資産合計 14,892,428 15,383,141

固定資産

有形固定資産 3,964,517 4,054,946

無形固定資産 253,685 259,367

投資その他の資産

その他 2,668,363 2,719,977

貸倒引当金 △4 △5

投資その他の資産合計 2,668,358 2,719,972

固定資産合計 6,886,561 7,034,285

資産合計 21,778,989 22,417,427

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,402,312 3,650,281

短期借入金 710,000 710,000

未払法人税等 31,227 203,420

賞与引当金 259,939 460,419

その他 1,228,765 699,047

流動負債合計 5,632,244 5,723,169

固定負債

退職給付引当金 1,345,012 1,359,692

役員退職慰労引当金 102,178 185,885

その他 284,050 299,582

固定負債合計 1,731,241 1,845,160

負債合計 7,363,486 7,568,330

純資産の部

株主資本

資本金 4,292,027 4,292,027

資本剰余金 4,072,140 4,072,140

利益剰余金 6,750,860 7,043,367

自己株式 △1,400,345 △1,398,607

株主資本合計 13,714,683 14,008,928

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 211,587 138,862

為替換算調整勘定 △71,980 124,889

評価・換算差額等合計 139,606 263,752

少数株主持分 561,213 576,416

純資産合計 14,415,503 14,849,097

負債純資産合計 21,778,989 22,417,427
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(2) 四半期連結損益計算書

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 4,174,670

売上原価 2,981,729

売上総利益 1,192,940

販売費及び一般管理費

給料手当及び賞与 429,679

賞与引当金繰入額 95,867

退職給付費用 27,520

役員退職慰労引当金繰入額 21,439

研究開発費 119,783

その他 452,587

販売費及び一般管理費合計 1,146,879

営業利益 46,061

営業外収益

受取利息 3,708

受取配当金 14,948

その他 22,310

営業外収益合計 40,968

営業外費用

支払利息 1,264

退職給付会計基準変更時差異の処理額 56,581

その他 2,589

営業外費用合計 60,435

経常利益 26,593

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,549

その他 163

特別利益合計 1,712

特別損失

固定資産処分損 2,952

特別損失合計 2,952

税金等調整前四半期純利益 25,353

法人税等 11,830

少数株主利益 2,485

四半期純利益 11,037
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６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 25,353

減価償却費 181,009

のれん償却額 6,935

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,846

受取利息及び受取配当金 △18,657

支払利息 1,264

売上債権の増減額（△は増加） 909,657

たな卸資産の増減額（△は増加） △325,145

仕入債務の増減額（△は減少） △203,816

その他 134,926

小計 708,682

利息及び配当金の受取額 18,668

利息の支払額 △1,264

法人税等の支払額 △177,739

営業活動によるキャッシュ・フロー 548,345

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △40,000

有形固定資産の取得による支出 △155,461

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還によ

る収入
50,000

貸付金の回収による収入 1,815

保険積立金の払戻による収入 99,884

その他 △49,657

投資活動によるキャッシュ・フロー △93,419

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 △1,738

配当金の支払額 △250,192

少数株主への配当金の支払額 △17,689

財務活動によるキャッシュ・フロー △269,619

現金及び現金同等物に係る換算差額 △61,994

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 123,312

現金及び現金同等物の期首残高 3,108,197

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,231,509
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注記事項

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項なし

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】
当第１四半期連結累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年６月30日)における当社グループ(当社及

び連結子会社)の事業は、計測制御機器等の製造販売という単一の産業区分に属する事業であります。

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年６月30日)

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がい

ずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

アジア 北米 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 528,919 132,583 33,257 3,664 698,423

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― ― 4,174,670

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

12.7 3.2 0.8 0.0 16.7

(注) １  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２  本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア ……………… 中国、韓国、台湾等

(2) 北 米 ……………… 米国、カナダ等

(3) 欧 州 ……………… ドイツ、イタリア、フランス等

(4) その他 ……………… オーストラリア等

３  海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項なし
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「参考資料」

前第1四半期に係る財務諸表

(1)（要約）四半期連結損益計算書

科 目

前年同四半期
(平成20年3月期

第1四半期)

金額（千円）

Ⅰ 売上高 4,062,816

Ⅱ 売上原価 2,782,640

　 売上総利益 1,280,175

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,135,477

　 営業利益 144,698

Ⅳ 営業外収益 35,047

Ⅴ 営業外費用 64,719

　 経常利益 115,026

Ⅵ 特別利益 ―

Ⅶ 特別損失 899

　 税金等調整前
　 四半期純利益

114,127

　 法人税等 45,661

　 少数株主利益 △8,686

　 四半期純利益 77,151
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(2)（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
(平成20年3月期

第１四半期)

区分 金額(千円)

Ⅰ 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 114,127

　 減価償却費 157,437
　 売上債権の減少額 679,293
　 たな卸資産の増加額 △330,202

　 仕入債務の減少額 △399,110

　 その他 225,186

　 小計 446,731

　 法人税等の支払額 △300,195

　 その他 11,816

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 158,352

Ⅱ 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 △86,112

　 その他 △8,191

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △94,303

Ⅲ 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 △4,048

　 配当金の支払額 △307,118

　 その他 △12,846

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △324,013

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,224

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △263,189

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,102,386

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,839,197
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(3)セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間(自平成19年４月１日 至平成19年6月30日)

当社グループ(当社及び連結子会社)の事業は、計測制御機器等の製造販売という単一の産業区分に

属する事業であります。

【所在地別セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間(自平成19年４月１日 至平成19年6月30日)

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がい

ずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

アジア 北米 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 410,312 124,637 61,299 6,437 602,685

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― ― 4,062,816

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

10.1 3.1 1.5 0.1 14.8

(注) １  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２  本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア ……………… 中国、韓国、台湾等

(2) 北 米 ……………… 米国、カナダ等

(3) 欧 州 ……………… ドイツ、イタリア、フランス等

(4) その他 ……………… オーストラリア等

３  海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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6. その他の情報

(1) 受注高

　            (単位千円：未満切捨）

事業部門の名称
当第1四半期

(自 平成20年4月 1日
  自 平成20年6月30日)

計測制御機器 1,601,289

計装システム 1,795,002

センサ 1,093,274

その他 237,921

合計 4,727,486

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注残高

　            (単位千円：未満切捨）

事業部門の名称
当第1四半期

(自 平成20年4月 1日
  至 平成20年6月30日)

計測制御機器 672,888

計装システム 2,752,239

センサ 741,317

その他 98,115

合計 4,264,559

(注) 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

　  （単位千円：未満切捨）

事業部門の名称
当第1四半期

(自 平成20年4月 1日
  至 平成20年6月30日)

計測制御機器 1,607,061

計装システム 1,382,390

センサ 957,705

その他 227,514

合計 4,174,670

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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