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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 2,608 △37.5 △460 ― △480 ― △349 ―
21年3月期第1四半期 4,174 ― 46 ― 26 ― 11 ―

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 △8.14 ―
21年3月期第1四半期 0.26 ―

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 19,119 13,483 67.5 300.36
21年3月期 19,874 13,934 67.1 310.51

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  12,905百万円 21年3月期  13,342百万円

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

21年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 5.00 5.00

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  有   

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 5,400 △39.9 △660 ― △770 ― △500 ― △11.64

通期 13,100 △24.0 △310 ― △520 ― △350 ― △8.15
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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）  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、４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） 

(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 
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。実施の業績は、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、３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。 

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 47,800,580株 21年3月期  47,800,580株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  4,833,512株 21年3月期  4,831,276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 42,967,798株 21年3月期第1四半期 43,202,459株
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当第１四半期（平成21年4月1日から平成21年6月30日まで）は企業の設備投資抑制が続き、大変厳しい

経営環境でありました。このような状況のなかで当社はこれまでの事業部制に変えて、販売事業部は営業

本部に一本化し、またソリューション営業を拡充するなど営業力の強化を図るとともに、グループ間の交

流を蜜にして戦略的な営業活動を展開してまいりました。一方、受注減に対応して工場や管理部門を中心

に一時休業を実施して生産調整を行い、またコスト削減により損益分岐点の引下げに注力いたしました。 

当第１四半期の連結業績につきましては、売上高は2,608百万円(前年同期比37.5％減)となりました。

このうち国内売上高は2,086百万円（前年同期比40.0％減）、海外売上高は521百万円(前年同期比25.3％

減)となりました。これにより、連結売上高に占める海外売上高の割合は20.0％であります。 

品目別の売上高は、『計測制御機器』は1,008百万円(前年同期比37.3％減)、『計装システム』は最も

設備投資減少の影響を受け751百万円(前年同期比45.6％減)となりました。『センサ』は672百万円(前年

同期比29.8％減)、修理・サービス等『その他』は175百万円(前年同期比22.7％減)となりました。 

利益面では、営業損失460百万円、経常損失480百万円、当四半期純損失349百万円となりました。  

  
  

当第１四半期末の財政状態は前期末（平成21年3月末）より総資産が754百万円減少、一方、負債合計

は303百万円減少しました。流動資産の増減の主なものは現金預金（482百万円増）、受取手形及び売掛

金（1,380百万円減）、たな卸資産（126百万円増）等であります。固定資産は、投資その他の資産では

96百万円増加しました。負債の増減の主なものは、支払手形及び買掛金（514百万円減）等でありま

す。また、純資産は13,483百万円となり、自己資本比率は67.5％となりました。  

営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費171百万円、売上債権の減少額1,390百万円のプラ

スに対し、税金等調整前四半期純損失496百万円、たな卸資産の増加128百万円、法人税等の支払額54百

万円、仕入債務の減少511百万円等のマイナスがあり、収支は535百万円のプラス（前年同期548百万円

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、有価証券の償還による収入200百万円、有形固定資産の取得

による支出67百万円等により71百万円のプラス（前年同期93百万円のマイナス）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136百万円等で137百万円のマイナス（前年同期

269百万円のマイナス）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486百万円増加

し、3,543百万円となりました。  

  
  

通期の業績見通しにつきまして景気の先行きは不透明であり、在庫調整が一巡して生産は回復基調にあ

るとの観測もありますが、企業の設備投資の回復にはまだ時間がかかるものと思われます。したがいまし

て、第２四半期連結累計期間と通期の連結業績予想につきまして、別途公表のとおり修正いたしました。

 なお、修正後の通期連結業績予想につきましては、サマリー情報の「３．平成22年３月期の連結業績予

想」に記載のとおりであります。 

  
  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1)資産、負債、純資産の状況

(2) 連結キャッシュ・フローの状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  
  

税金費用の計算 

税金費用については、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。 

 なお、見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定

実効税率を使用しております。 

 また、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  
  

該当事項はありません。 

  
  

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)

(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

(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
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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 3,754,931 3,272,182

受取手形及び売掛金 5,594,481 6,975,104

商品及び製品 783,798 702,344

仕掛品 684,237 634,803

原材料及び貯蔵品 1,191,076 1,195,013

その他 903,819 894,537

貸倒引当金 △15,553 △18,867

流動資産合計 12,896,791 13,655,118

固定資産   

有形固定資産 3,681,392 3,770,269

無形固定資産   

のれん 249,583 260,466

その他 180,249 172,821

無形固定資産合計 429,832 433,288

投資その他の資産   

その他 2,111,461 2,015,383

貸倒引当金 △4 △5

投資その他の資産合計 2,111,456 2,015,378

固定資産合計 6,222,681 6,218,935

資産合計 19,119,473 19,874,054

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,061,954 2,576,560

短期借入金 739,565 733,103

未払法人税等 26,276 70,727

賞与引当金 154,486 363,126

その他 898,299 478,049

流動負債合計 3,880,580 4,221,566

固定負債   

退職給付引当金 1,356,312 1,316,074

役員退職慰労引当金 122,618 116,589

その他 276,164 285,273

固定負債合計 1,755,095 1,717,937

負債合計 5,635,676 5,939,504
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（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) 

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 6,149,144 6,715,123

自己株式 △1,449,801 △1,449,280

株主資本合計 13,063,511 13,630,011

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 54,444 △40,085

為替換算調整勘定 △212,366 △247,641

評価・換算差額等合計 △157,922 △287,726

少数株主持分 578,207 592,265

純資産合計 13,483,796 13,934,549

負債純資産合計 19,119,473 19,874,054
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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）

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 4,174,670 2,608,219

売上原価 2,981,729 2,021,314

売上総利益 1,192,940 586,904

販売費及び一般管理費   

給料手当及び賞与 429,679 443,427

賞与引当金繰入額 95,867 61,352

退職給付費用 27,520 39,733

役員退職慰労引当金繰入額 21,439 5,891

研究開発費 119,783 64,266

その他 452,587 432,511

販売費及び一般管理費合計 1,146,879 1,047,183

営業利益又は営業損失（△） 46,061 △460,278

営業外収益   

受取利息 3,708 3,210

受取配当金 14,948 11,096

為替差益 － 15,105

その他 22,310 10,117

営業外収益合計 40,968 39,529

営業外費用   

支払利息 1,264 1,856

退職給付会計基準変更時差異の処理額 56,581 56,581

その他 2,589 945

営業外費用合計 60,435 59,383

経常利益又は経常損失（△） 26,593 △480,133

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,549 1,188

その他 163 －

特別利益合計 1,712 1,188

特別損失   

固定資産処分損 2,952 2,797

休業手当 － 14,298

特別損失合計 2,952 17,096

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

25,353 △496,041

法人税等 11,830 △142,239

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,485 △3,944

四半期純利益又は四半期純損失（△） 11,037 △349,857
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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）

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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

25,353 △496,041

減価償却費 181,009 171,787

のれん償却額 6,935 10,883

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,846 △3,139

受取利息及び受取配当金 △18,657 △14,306

支払利息 1,264 1,856

売上債権の増減額（△は増加） 909,657 1,390,155

たな卸資産の増減額（△は増加） △325,145 △128,202

仕入債務の増減額（△は減少） △203,816 △511,188

その他 134,926 155,995

小計 708,682 577,801

利息及び配当金の受取額 18,668 14,306

利息の支払額 △1,264 △1,856

法人税等の支払額 △177,739 △54,694

営業活動によるキャッシュ・フロー 548,345 535,555

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 △67,720

投資有価証券の取得による支出 － △10,036

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

50,000 200,000

貸付金の回収による収入 1,815 1,877

保険積立金の払戻による収入 99,884 －

その他 △49,657 △52,755

投資活動によるキャッシュ・フロー △93,419 71,365

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） － 7,961

長期借入金の返済による支出 － △1,500

自己株式の取得による支出 △1,738 △520

配当金の支払額 △250,192 △136,989

少数株主への配当金の支払額 △17,689 △6,543

財務活動によるキャッシュ・フロー △269,619 △137,591

現金及び現金同等物に係る換算差額 △61,994 17,192

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 123,312 486,522

現金及び現金同等物の期首残高 3,108,197 3,056,891

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,231,509 3,543,414
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該当事項はありません。 

  

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)及び当第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)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。 

  

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)及び当第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) 

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。 

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。 

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 ……………… ブラジル等 

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。 

  

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

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

アジア 北米 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 379,715 50,687 40,133 51,059 521,594

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― ― 2,608,219

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

14.6 1.9 1.5 2.0 20.0

(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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前第１四半期連結会計期間における生産実績は、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 金額は、見込販売価額で示してあります。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

前第１四半期連結会計期間における受注状況は、次のとおりであります。 
  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

前第１四半期連結会計期間における販売実績は、次のとおりであります。 
  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

6. その他の情報

 【生産、受注及び販売の状況】

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）

(1) 生産実績

事業部門の名称 金額(千円)

計測制御機器 1,622,646

計装システム 900,944

センサ 844,531

その他 103,408

合計 3,471,529

(2) 受注状況

事業部門の名称 受注高(千円) 受注残高(千円)

計測制御機器 1,601,289 672,888

計装システム 1,795,002 2,752,239

センサ 1,093,274 741,317

その他 237,921 98,115

合計 4,727,486 4,264,559

(3) 販売実績

事業部門の名称 金額(千円)

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
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当第１四半期連結会計期間における生産実績は、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 金額は、見込販売価額で示してあります。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期連結会計期間における受注状況は、次のとおりであります。 
  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期連結会計期間における販売実績は、次のとおりであります。 
  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

  

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）

(1) 生産実績

事業部門の名称 金額(千円)

計測制御機器 1,221,448

計装システム 478,605

センサ 655,169

その他 71,920

合計 2,427,142

(2) 受注状況

事業部門の名称 受注高(千円) 受注残高(千円)

計測制御機器 1,123,164 592,985

計装システム 1,006,764 1,391,753

センサ 738,323 487,247

その他 191,817 88,030

合計 3,060,068 2,560,015

(3) 販売実績

事業部門の名称 金額(千円)

計測制御機器 1,008,339

計装システム 751,771

センサ 672,332

その他 175,777

合計 2,608,219
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