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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 5,873 ― 775 ― 893 ― 569 ―

20年3月期第1四半期 5,670 12.4 951 30.3 1,020 34.6 613 12.8

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 24.17 ―

20年3月期第1四半期 26.05 ―

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 30,386 21,395 70.4 907.49
20年3月期 29,566 20,981 70.9 889.41

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  21,395百万円 20年3月期  20,969百万円

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 ― 8.50 ― 8.50 17.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 8.50 ― 8.50 17.00

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 11,350 ― 1,475 ― 1,525 ― 875 ― 37.11
通期 22,700 0.3 2,950 △0.3 3,050 3.7 1,750 6.7 74.22

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. その他をご覧下さい。  

(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. その他をご覧下さい。  

(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. 本資料に記載されている業績予想につきましては、現時点で予想可能な情報にもとづき作成しています。したがいまして、予想に内在するさまざまな不確定要因や今
後の事業運営における状況変化等により、実際の業績は見通しとは異なる結果となる可能性があります。 
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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  23,661,000株 20年3月期  23,661,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  84,599株 20年3月期  105,887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  23,576,449株 20年3月期第1四半期  23,554,297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１四半期連結会計期間のわが国経済は、米国におけるサブプライムローン問題を契機とした世界的な金融・

資本市場の混乱、為替変動、原油や原材料価格の上昇等により減速感が強まってまいりました。

  当社グループの属する産業防災保安機器業界におきましても、企業収益の圧迫から設備投資に慎重姿勢をとる

ユーザーも一部出てまいりましたが、前期末における半導体・液晶関連業界を中心とした受注残を順調に消化す

ることにより業績を確保することができました。

  このような環境の下、当第１四半期の連結売上高は５８億７千３百万円（前年同四半期比３.６％増）、連結営

業利益は７億７千５百万円（前年同四半期比１８.６％減）、連結経常利益は８億９千３百万円（前年同四半期比

１２.４％減）、連結四半期純利益は５億６千９百万円（前年同四半期比７.１％減）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

(１) 財政状態の分析

　当第１四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末と比較して８億２千万円増加し、　

３０３億８千６百万円（前連結会計年度末比２．８％増）となりました。流動資産につきましては、前連結　

会計年度末に比べて６億６千６百万円増加し、１９８億１千３百万円となりました。これは、売掛金の回収、

たな卸資産の圧縮等が進展した結果、現金及び預金が８億６千３百万円増加したことによるものであります。

固定資産につきましては、前連結会計年度末に比べて１億５千４百万円増加し、１０５億７千３百万円となり

ました。これは主に、新たに連結対象となった子会社が保有する土地等の資産を受け入れたことによるもので

あります。

　当第１四半期連結会計期間末の負債につきましては、前連結会計年度末と比較して４億７百万円増加し、　

８９億９千１百万円（前連結会計年度末比４．７％増）となりました。流動負債につきましては、前連結会計

年度末に比べて２億４千万円増加し、６５億７千２百万円となりました。これは主に、運転資金としての短期

借入金が３億円増加したことによるものであります。固定負債につきましては、前連結会計年度末に比べて　

１億６千６百万円増加し、２４億１千８百万円となりました。主な要因は、その他有価証券評価差額金の増加

等により長期繰延税金負債が５千万円増加したこと、子会社の新規連結により負ののれんが７千３百万円増加

したことであります。

　当第１四半期連結会計期間末の純資産につきましては、前連結会計年度末と比較して４億１千３百万円増加

し、２１３億９千５百万円（前連結会計年度末比２．０％増）となりました。これは主に、連結四半期純利益

５億６千９百万円の計上及び期末配当金２億１百万円の支払いにより利益剰余金が３億６千８百万円の増加と

なったことによるものであります。

(２) キャッシュ・フローの状況　

　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ７億９百万円増加し、５３億６千２百万円となりました。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　営業活動の結果得られた資金は、８億９千７百万円となりました。主なものは、税金等調整前四半期純利益

の計上、売上債権の減少、たな卸資産の減少であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資活動の結果使用した資金は、７千９百万円となりました。主なものは、金型等の有形固定資産の取得に

よる支出、運用債券の償還による収入、投資有価証券の取得による支出であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　財務活動の結果使用した資金は、２千５百万円となりました。主なものは、運転資金の調達による短期借入

金の増加、長期借入金の返済による支出、期末配当金の支払いであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

平成20年５月14日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。　
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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

　（簡便な会計処理）

　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　法人税法の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。

　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ため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法を用いて算定しております。

　（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）

該当事項はありません。　

（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「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用

　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棚卸資産の評価基準及び評価方法

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日企業会計基準第9号）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。

　この結果、従来と同一の基準によった場合と比べて、損益に与える影響は軽微であります。

　③連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

　「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18

年５月17日　実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。

　これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。
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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 5,465,827 4,602,201

受取手形及び売掛金 9,143,260 9,365,231

有価証券 350,479 150,566

商品及び製品 1,116,035 1,321,095

半製品 696,451 682,317

原材料 691,910 666,564

仕掛品 1,409,417 1,532,895

その他 943,673 830,318

貸倒引当金 △3,512 △3,676

流動資産合計 19,813,543 19,147,515

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,712,325 2,720,744

機械装置及び運搬具（純額） 331,278 350,546

土地 3,344,319 3,262,433

建設仮勘定 154,028 116,408

その他（純額） 256,508 269,566

有形固定資産合計 6,798,460 6,719,699

無形固定資産 60,917 53,087

投資その他の資産   

投資有価証券 2,604,375 2,605,313

その他 1,132,758 1,042,890

貸倒引当金 △23,200 △2,400

投資その他の資産合計 3,713,934 3,645,803

固定資産合計 10,573,312 10,418,590

資産合計 30,386,856 29,566,105
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（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） 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,768,250 2,918,604

短期借入金 1,312,860 1,037,120

未払法人税等 464,914 619,405

賞与引当金 317,471 435,002

製品保証引当金 169,490 169,490

受注損失引当金 60,106 106,355

その他 1,479,608 1,045,747

流動負債合計 6,572,699 6,331,725

固定負債   

社債 400,000 400,000

長期借入金 791,375 891,000

退職給付引当金 327,116 296,492

役員退職慰労引当金 328,539 493,902

負ののれん 74,069 419

その他 497,646 170,608

固定負債合計 2,418,746 2,252,423

負債合計 8,991,446 8,584,149

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,565,500 2,565,500

資本剰余金 2,826,239 2,826,237

利益剰余金 15,486,562 15,118,379

自己株式 △50,139 △49,699

株主資本合計 20,828,163 20,460,418

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 588,150 495,821

為替換算調整勘定 △20,904 13,364

評価・換算差額等合計 567,246 509,186

少数株主持分 － 12,352

純資産合計 21,395,409 20,981,956

負債純資産合計 30,386,856 29,566,105
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（２） 四半期連結損益計算書 
 （第１四半期連結累計期間） 

（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 5,873,717

売上原価 3,662,263

売上総利益 2,211,454

販売費及び一般管理費 1,436,387

営業利益 775,066

営業外収益  

受取利息 3,489

受取配当金 25,868

負ののれん償却額 3,986

為替差益 92,201

雑収入 7,683

営業外収益合計 133,230

営業外費用  

支払利息 11,013

持分法による投資損失 2,175

雑損失 1,224

営業外費用合計 14,414

経常利益 893,882

特別利益  

固定資産売却益 8,604

貸倒引当金戻入額 100

特別利益合計 8,704

特別損失  

固定資産売却損 14

固定資産除却損 271

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 20,800

特別損失合計 21,086

税金等調整前四半期純利益 881,500

法人税、住民税及び事業税 423,656

法人税等調整額 △111,901

法人税等合計 311,755

四半期純利益 569,745
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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 881,500

減価償却費 119,177

負ののれん償却額 △3,986

貸倒引当金の増減額（△は減少） 20,698

賞与引当金の増減額（△は減少） △122,781

退職給付引当金の増減額（△は減少） △23,434

受注損失引当金の増減額（△は減少） △46,249

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △266,429

受取利息及び受取配当金 △29,358

支払利息 11,013

為替差損益（△は益） 69,893

持分法による投資損益（△は益） 2,175

有形固定資産売却損益（△は益） △8,590

有形固定資産除却損 271

売上債権の増減額（△は増加） 193,566

たな卸資産の増減額（△は増加） 297,785

仕入債務の増減額（△は減少） △75,372

未払消費税等の増減額（△は減少） 57,392

その他 411,437

小計 1,488,710

利息及び配当金の受取額 29,560

利息の支払額 △12,146

法人税等の支払額 △608,220

営業活動によるキャッシュ・フロー 897,903

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 △21,409

有価証券の償還による収入 100,000

有形固定資産の取得による支出 △107,204

有形固定資産の売却による収入 10,601

投資有価証券の取得による支出 △50,670

子会社株式の取得による支出 △6,676

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△3,962

投資活動によるキャッシュ・フロー △79,321

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） 300,000

長期借入金の返済による支出 △123,885

自己株式の純増減額（△は増加） △60

配当金の支払額 △201,693

財務活動によるキャッシュ・フロー △25,639

現金及び現金同等物に係る換算差額 △83,451

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 709,491

現金及び現金同等物の期首残高 4,652,546

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,362,038
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　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

　該当事項はありません。

　　（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）

当連結グループは、各種産業用測定機器の製造、販売を主事業としている専門メーカーでありますが、１

セグメントの売上高は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれ

も90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　　　　　　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）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、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 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 529,486 277,208 181,556 44,374 1,032,626

Ⅱ　連結売上高（千円）     5,873,717

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
9.0 4.7 3.1 0.8 17.6

　（注）１　海外売上高は、当社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

２　国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(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）各区分に属する主な国又は地域

①　アジア…………韓国・中国・シンガポール・台湾

②　北米……………アメリカ・カナダ

③　欧州……………ドイツ・ノルウェイ

④　その他の地域…オーストラリア・ブラジル

（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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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 5,670

Ⅱ　売上原価 3,446

売上総利益 2,224

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,272

営業利益 951

Ⅳ　営業外収益 81

Ⅴ　営業外費用 12

経常利益 1,020

Ⅵ　特別利益 0

Ⅶ　特別損失 －

税金等調整前四半期純利益 1,020

法人税等 405

少数株主利益　 1

四半期純利益 613
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

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（当期）純利益　 1,020

減価償却費　 96

賞与引当金の減少額（△）又は増加額　 △92

退職給付引当金の減少額（△）又は増加額 △23

役員退職慰労引当金の減少額（△）又は増加額　 2

受取利息及び受取配当金　 △21

支払利息　 12

為替差益（△）又は差損　 △56

持分法による投資利益 △14

売上債権の増加額（△）又は減少額　 △34

たな卸資産の増加額（△）又は減少額 △189

仕入債務の減少額（△）又は増加額 11

未払消費税等の減少額（△）又は増加額　 △35

その他 326

小計 1,002

利息及び配当金の受取額　 21

利息の支払額　 △12

法人税等の支払額　 △690

営業活動によるキャッシュ・フロー 319

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　 △220

投資有価証券の取得による支出 △1

ゴルフ会員権の取得による支出 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △231

Ⅲ　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　 300

長期借入金の返済による支出　 △323

自己株式の純増加額　 △0

配当金の支払額　 △200

財務活動によるキャッシュ・フロー △224

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 53

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額又は減少額（△） △83

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 5,215

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 5,131
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