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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 821 △44.8 △257 ― △246 ― △249 ―

21年3月期第1四半期 1,488 ― △33 ― △10 ― △10 ―

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

22年3月期第1四半期 △60.00 ―

21年3月期第1四半期 △2.56 ―

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

22年3月期第1四半期 8,622 5,893 68.4 1,414.79
21年3月期 8,763 6,129 69.9 1,471.27

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,893百万円 21年3月期  6,129百万円

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  

現時点では期末配当については未定であります。今後の業績等を勘案し、開示が可能となった時点で速やかに開示する予定であります。 

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

21年3月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

2,800 △1.8 △15 ― △5 ― △10 ― △2.40

通期 5,500 8.9 13 ― 30 ― 20 ― 4.80



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  無  

(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） 

(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 

 上記の予想は本資料の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、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる
場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 4,191,801株 21年3月期  4,191,801株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  25,890株 21年3月期  25,790株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 4,166,006株 21年3月期第1四半期 4,168,153株



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１四半期における世界経済は、昨年来の国際金融市場の混乱が大きく影響し、米国、ヨーロッパ、アジアの

全域で停滞が続きました。  

 日本国内におきましても、一部に景気の底打ち感は出てきたものの、引き続き雇用や所得の不安が個人消費を低

下させ、景気の低迷が長期化する様相を呈してまいりました。 

 このような経済環境の中、当社グループが関連する業界におきましては、設備投資意欲の抑制が顕著となり、特

に民生家電の設備需要停滞が影響して、当社グループの売上、利益とも大きく低迷いたしました。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は821百万円（前年同期比44.8％減）、経常損失246百万円（前

年同期は10百万円の経常損失）、四半期純損失249百万円（前年同期は10百万円の四半期純損失）となりました。

 事業の種類別セグメントの業績につきましては、当社グループの事業が電気計測器の製造、販売及び修理を行う

単一のセグメントに基づいておりますために、開示しておりません。 

 これに代わる品目別の業績は下記のとおりであります。 

① ビデオ関連機器 

 景気低迷による設備投資意欲の抑制が顕著となり、放送関連は国内、米国とも、売上が減少いたしました。  

 また、その他の国内設備関連も需要が著しく停滞いたしました。 

 この結果、売上高は433百万円（前年同期比54.0％減）となりました。 

② 電波関連機器 

 テレビの電界強度測定器は引き続き堅調を維持しており、また一部のデジタル放送関連機器にも動きがみられ

ましたが、ワンセグ放送関連機器の設備需要は引き続き低迷しております。  

 この結果、売上高は227百万円（同23.1％減）となりました。 

③ 汎用計測機器 

  ブルーレイディスク関連の設備は緩やかな動きを見せているものの、ＤＶＤ関連の設備需要は低迷いたしまし

た。 

 他方、基本計測器の売上も引き続き低迷しております。 

 この結果、売上高は96百万円（同37.7％減）となりました。 

④ その他 

 修理・部品等であり、特記すべき事項はありません。 

 この結果、売上高は64百万円（同32.1％減）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ140百万円減少し、8,622百万円となりまし

た。減少の主な要因は、受取手形・売掛金が158百万円減少したことによります。  

 負債合計は前連結会計年度末に比べ94百万円増加し、2,728百万円となりました。増加の主な要因は、短期借入

金が180百万円増加したことなどによるものであります。  

 純資産は、5,893百万円となり、自己資本比率は1.5ポイント減少し、68.4％となりました。 

  

(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

31百万円増加して、1,554百万円となりました。 

 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）  

 営業活動の結果使用した資金は39百万円（前第１四半期は420百万円の獲得）となりました。 

 これは主に税金等調整前四半期純損失246百万円及び賞与引当金の減少額72百万円など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）  

 投資活動の結果使用した資金は25百万円（前年同期比42.4％減）となりました。 

 これは主に固定資産の取得による支出16百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果得られた資金は42百万円（前第１四半期は63百万円の使用）となりました。 

 これは主に短期借入金の増加額180百万円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 

 国内外での景気低迷による設備投資の抑制から、依然として厳しい経済環境が続くものと予想されますが、景気の

底打ち感から受注環境が持ち直すと見込まれると同時に、徹底した経費削減と原価低減の取り組み効果により連結業

績予想の達成を目指してまいります。 

 したがいまして、平成21年５月15日に公表いたしました平成22年３月期（第２四半期連結累計期間及び通期）の連

結業績予想につきましては、変更しておりません。  

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 

 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 

 該当事項はありません。 

  



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,516,829 3,476,617

受取手形及び売掛金 776,867 935,771

商品及び製品 407,256 473,519

仕掛品 168,158 123,248

原材料及び貯蔵品 393,363 393,508

未収還付法人税等 57,927 51,787

その他 78,911 87,442

貸倒引当金 △1,218 △1,255

流動資産合計 5,398,097 5,540,640

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,146,022 1,156,828

土地 988,984 984,874

その他（純額） 351,410 381,447

有形固定資産合計 2,486,417 2,523,151

無形固定資産 290,577 290,812

投資その他の資産   

投資有価証券 257,055 219,898

生命保険積立金 164,081 161,017

その他 28,400 29,577

貸倒引当金 △1,887 △1,887

投資その他の資産合計 447,649 408,606

固定資産合計 3,224,644 3,222,569

資産合計 8,622,741 8,763,210



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 292,004 325,062

短期借入金 530,000 350,000

繰延税金負債 5,281 5,240

賞与引当金 72,973 145,611

その他 303,968 234,676

流動負債合計 1,204,227 1,060,591

固定負債   

長期借入金 280,000 300,000

繰延税金負債 7,271 －

退職給付引当金 1,040,435 1,063,793

その他 196,922 209,485

固定負債合計 1,524,628 1,573,278

負債合計 2,728,855 2,633,870

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,163,233 1,163,233

資本剰余金 1,272,297 1,272,297

利益剰余金 3,687,251 4,041,375

自己株式 △31,044 △30,986

株主資本合計 6,091,738 6,445,919

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,638 △19,246

為替換算調整勘定 △208,490 △297,332

評価・換算差額等合計 △197,852 △316,579

純資産合計 5,893,885 6,129,339

負債純資産合計 8,622,741 8,763,210



（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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,488,640 821,650

売上原価 728,698 435,447

売上総利益 759,942 386,202

販売費及び一般管理費 793,346 644,091

営業損失（△） △33,403 △257,888

営業外収益   

受取利息 6,137 619

受取配当金 3,809 1,649

為替差益 9,726 －

助成金収入 － 9,127

その他 7,049 4,530

営業外収益合計 26,723 15,927

営業外費用   

支払利息 3,165 2,802

為替差損 － 1,352

その他 934 315

営業外費用合計 4,099 4,470

経常損失（△） △10,780 △246,431

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,186 123

固定資産売却益 430 1,179

特別利益合計 3,617 1,302

特別損失   

固定資産売却損 － 1,040

固定資産除却損 171 534

会員権評価損 － 250

特別損失合計 171 1,824

税金等調整前四半期純損失（△） △7,334 △246,954

法人税、住民税及び事業税 255 3,019

法人税等調整額 3,083 －

法人税等合計 3,339 3,019

四半期純損失（△） △10,673 △249,973



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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損失（△） △7,334 △246,954

減価償却費 68,589 65,588

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,243 △23,854

賞与引当金の増減額（△は減少） △99,199 △72,638

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △22,750 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,348 △123

受取利息及び受取配当金 △9,947 △2,268

支払利息 3,165 2,802

為替差損益（△は益） △1,669 △320

会員権評価損 － 250

固定資産売却損益（△は益） △430 △139

固定資産除却損 171 534

売上債権の増減額（△は増加） 505,591 174,000

たな卸資産の増減額（△は増加） △183,737 35,577

仕入債務の増減額（△は減少） 110,788 △35,296

その他の流動負債の増減額（△は減少） 120,191 62,844

その他 △62,738 10,158

小計 416,101 △29,838

利息及び配当金の受取額 10,640 2,142

利息の支払額 △3,337 △2,923

法人税等の支払額 △3,152 △8,809

営業活動によるキャッシュ・フロー 420,252 △39,429

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 △9,043 △9,065

有形固定資産の取得による支出 △16,457 △6,027

有形固定資産の売却による収入 796 1,412

無形固定資産の取得による支出 △18,748 △10,099

貸付金の回収による収入 2,535 929

その他 △3,369 △2,636

投資活動によるキャッシュ・フロー △44,287 △25,487

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） 180,000 180,000

リース債務の返済による支出 △13,163 △13,656

長期借入金の返済による支出 △20,000 △20,000

自己株式の取得による支出 △2,019 △58

配当金の支払額 △208,463 △104,150

財務活動によるキャッシュ・フロー △63,646 42,135

現金及び現金同等物に係る換算差額 △102,696 54,006

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 209,621 31,225

現金及び現金同等物の期首残高 1,707,498 1,522,949

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,917,120 1,554,174



（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〕 

 当社グループの事業は電気計測器の製造、販売及び修理を行っており、単一のセグメントに基づいておりま

す。このため事業の種類別セグメント情報は開示しておりません。 

  

〔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20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 （注）１．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米………………米国 

(2）アジア……………香港 

３．日本におけるセグメント間の内部売上高は、親会社から海外販売子会社に対する製品売上高であります。 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米………………米国 

(2）アジア……………香港 

３．日本におけるセグメント間の内部売上高は、親会社から海外販売子会社に対する製品売上高であります。 

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
アジア 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 1,209,423 255,285 23,931 1,488,640 － 1,488,640 

(2）
セグメント間の内部売上

高 
292,635 － － 292,635 (292,635) － 

計 1,502,059 255,285 23,931 1,781,276 (292,635) 1,488,640 

営業損益 △25,199 △7,262 △4,805 △37,267 (△3,863) △33,403 

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
アジア 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 667,989 148,857 4,803 821,650 － 821,650 

(2）
セグメント間の内部売上

高 
29,934 － － 29,934 (29,934) － 

計 697,924 148,857 4,803 851,584 (29,934) 821,650 

営業損益 △249,567 △21,610 △12,027 △283,206 (△25,318) △257,888 



〔海外売上高〕 

  

前第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） 

 （注）１．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米…………米国 

(2）アジア………中国、香港、台湾、韓国、マレーシア他 

(3）その他………ヨーロッパ他 

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。 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米…………米国 

(2）アジア………中国、香港、台湾、韓国、マレーシア他 

(3）その他………ヨーロッパ他 

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 

 該当事項はありません。 

  北米 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 255,285 263,913 69,153 588,353 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 1,488,640 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合

（％） 
17.2 17.7 4.6 39.5 

  北米 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 148,857 66,223 28,101 243,182 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 821,650 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合

（％） 
18.1 8.1 3.4 29.6 



６．その他の情報 

〔生産、受注及び販売の状況〕 

（１）生産実績 

 （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。 

（２）製品仕入実績 

 （注）１．金額は仕入価格で表示しております。 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

（３）受注状況 

 当社グループは見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

（４）販売実績 

 （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

品目 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

金額（千円） 前年同期比（％） 

ビデオ関連機器 278,712 27.5 

電波関連機器 172,237 50.0 

汎用計測機器 90,405 52.3 

その他 17,794 57.2 

合計 559,149 35.8 

品目 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

金額（千円） 前年同期比（％） 

ビデオ関連機器 23,360 55.0 

電波関連機器 11,630 32.6 

汎用計測機器 697 3.6 

その他 10,192 51.3 

合計 45,880 39.1 

品目 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

金額（千円） 前年同期比（％） 

ビデオ関連機器 433,475 46.0 

電波関連機器 227,964 76.9 

汎用計測機器 96,080 62.3 

その他 64,130 67.9 

合計 821,650 55.2 
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