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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 4,185 △28.7 311 △59.8 347 △61.2 421 △26.1

21年3月期第1四半期 5,873 ― 775 ― 893 ― 569 ―

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 18.13 ―

21年3月期第1四半期 24.17 ―

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 29,242 21,802 74.6 938.78
21年3月期 29,159 21,453 73.6 923.68

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  21,802百万円 21年3月期  21,453百万円

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  

    21年3月期期末配当金の内訳   普通配当金 8円50銭  記念配当金 3円00銭 

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 ― 8.50 ― 11.50 20.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

8.50 ― 8.50 17.00

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

9,650 △15.4 890 △47.1 970 △47.9 730 △37.0 31.43

通期 19,500 △9.0 1,800 △27.7 2,000 △28.2 1,350 △9.7 58.13
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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、４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 

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。 

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） 22年3月期第1四半期 23,661,000株 21年3月期  23,661,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  436,311株 21年3月期  435,340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 23,224,816株 21年3月期第1四半期 23,576,449株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、生産や輸出の一部に持ち直しの兆しがあるものの、依然と

して世界的な金融・資本市場の混乱による景気減速の影響は根強く、設備投資や雇用・所得環境は厳しい状況が

続いております。 

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、企業収益の回復の遅れや景気の先行き不透明感

により、主要顧客の設備投資が一層抑制されていることから、昨年下期以降の市場の縮小傾向は好転するに至ら

ず受注は低調に推移しました。 

このような環境の下、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は４１億８千５百万円（前年同四半期連結累計

期間比２８．７％減）、連結営業利益は３億１千１百万円（前年同四半期連結累計期間比５９．８％減）、連結

経常利益は３億４千７百万円（前年同四半期連結累計期間比６１．２％減）、連結四半期純利益は４億２千１百

万円（前年同四半期連結累計期間比２６．１％減）となりました。 

  

（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８千３百万円増加し、２９

２億４千２百万円（前連結会計年度末比０．３％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

末と比較して２億６千４百万円減少し、１８２億８千１百万円となりました。これは主に、たな卸資産の圧縮等

によるものであります。固定資産につきましては、前連結会計年度末と比較して３億４千７百万円増加し、１０

９億６千１百万円となりました。これは主に、株価の値上がり等により保有投資有価証券が３億２千３百万円増

加したこと等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２億６千６百万円減少し、

７４億４千万円（前連結会計年度末比３．５％減）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

と比較して１億４千７百万円減少し、４９億４千４百万円となりました。これは主に、仕入債務が４億６千７百

万円減少した一方、短期借入金が２億８千７百万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、前連結会計年度末と比較して１億１千９百万円減少し、２４億９千５百万円となりました。これは主に、役

員の退職に伴い、固定負債のその他に含まれる長期未払金が１億６千６百万円減少したこと及び長期借入金が９

千４百万円減少したこと等によるものであります。 

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３億４千９百万円増加

し、２１８億２百万円（前連結会計年度末比１．６％増）となりました。これは主に、連結四半期純利益４億２

千１百万円の計上及び期末配当金２億６千７百万円の支払いにより利益剰余金が１億５千３百万円の増加となっ

たこと及び株価の上昇によりその他有価証券評価差額金が１億８千８百万円増加し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、前連結会計年度末と比

較して６億７千８百万円増加し、５７億４千３百万円となりました。 

当第１四半期連結累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） 

営業活動の結果獲得した資金は、８億８千２百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益６億

４千３百万円を計上、売上債権が８億８千４百万円の減少、たな卸資産が３億２千万円減少した一方、仕入債

務が４億７千４百万円の減少、法人税等の支払額が３億６千４百万円であったこと等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、８千６百万円となりました。これは、定期預金の預入による３億７千４百

万円の支出、有形固定資産の取得による１億７千９百万円の支出、有形固定資産の売却による４億５千５百万

円の収入等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） 

財務活動の結果使用した資金は、８千９百万円となりました。主なものは、運転資金の調達による短期借入

金の３億円の増加、長期借入金の返済による１億７百万円の支出、期末配当金の支払額が２億６千７百万円で

あったこと等によるものであります。 

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
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平成21年５月14日に公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（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  

法人税等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。 

  

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約

に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当

第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について

成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その

他の工事については工事完成基準を適用しております。 

これにより、売上高、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。

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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 6,033,409 5,133,877

受取手形及び売掛金 7,687,601 8,571,632

有価証券 300,082 300,014

商品及び製品 1,696,007 1,907,147

仕掛品 1,065,551 1,176,705

原材料及び貯蔵品 690,596 687,159

その他 816,768 775,967

貸倒引当金 △8,540 △6,728

流動資産合計 18,281,477 18,545,774

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,527,312 2,622,391

機械装置及び運搬具（純額） 278,210 294,248

土地 4,125,880 4,147,696

建設仮勘定 133,261 88,096

その他（純額） 501,643 477,467

有形固定資産合計 7,566,308 7,629,900

無形固定資産 312,697 177,549

投資その他の資産   

投資有価証券 2,184,046 1,860,737

その他 942,924 981,043

貸倒引当金 △44,631 △35,257

投資その他の資産合計 3,082,339 2,806,523

固定資産合計 10,961,344 10,613,973

資産合計 29,242,821 29,159,748
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,504,330 1,972,191

短期借入金 1,253,670 966,530

未払法人税等 328,548 419,118

賞与引当金 288,411 374,433

製品保証引当金 156,005 156,005

受注損失引当金 13,472 22,058

その他 1,400,466 1,181,871

流動負債合計 4,944,905 5,092,207

固定負債   

社債 400,000 400,000

長期借入金 825,205 919,470

退職給付引当金 378,850 388,608

役員退職慰労引当金 － 328,228

負ののれん 58,227 62,109

その他 832,838 515,969

固定負債合計 2,495,121 2,614,386

負債合計 7,440,026 7,706,593

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,565,500 2,565,500

資本剰余金 2,826,219 2,826,219

利益剰余金 16,364,574 16,210,877

自己株式 △252,492 △251,937

株主資本合計 21,503,801 21,350,658

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 378,895 190,734

為替換算調整勘定 △79,900 △88,238

評価・換算差額等合計 298,994 102,495

純資産合計 21,802,795 21,453,154

負債純資産合計 29,242,821 29,159,748
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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 5,873,717 4,185,993

売上原価 3,662,263 2,551,454

売上総利益 2,211,454 1,634,539

販売費及び一般管理費 1,436,387 1,322,641

営業利益 775,066 311,898

営業外収益   

受取利息 3,489 2,042

受取配当金 25,868 18,538

負ののれん償却額 3,986 3,881

為替差益 92,201 －

持分法による投資利益 － 14,529

受取保険金及び配当金 － 12,797

雑収入 7,683 11,074

営業外収益合計 133,230 62,864

営業外費用   

支払利息 11,013 14,337

為替差損 － 12,587

持分法による投資損失 2,175 －

雑損失 1,224 822

営業外費用合計 14,414 27,747

経常利益 893,882 347,014

特別利益   

固定資産売却益 8,604 293,476

役員退職慰労引当金戻入額 － 2,500

貸倒引当金戻入額 100 650

特別利益合計 8,704 296,627

特別損失   

固定資産売却損 14 －

固定資産除却損 271 45

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 20,800 －

特別損失合計 21,086 45

税金等調整前四半期純利益 881,500 643,596

法人税、住民税及び事業税 423,656 273,658

法人税等調整額 △111,901 △51,233

法人税等合計 311,755 222,424

四半期純利益 569,745 421,171
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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 881,500 643,596

減価償却費 119,177 154,697

負ののれん償却額 △3,986 △3,881

貸倒引当金の増減額（△は減少） 20,698 11,078

賞与引当金の増減額（△は減少） △122,781 △86,021

退職給付引当金の増減額（△は減少） △23,434 △9,758

受注損失引当金の増減額（△は減少） △46,249 △8,586

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △266,429 △328,228

受取利息及び受取配当金 △29,358 △20,581

受取保険金 － △12,797

支払利息 11,013 14,337

為替差損益（△は益） 69,893 36,617

持分法による投資損益（△は益） 2,175 △14,529

固定資産売却損益（△は益） △8,590 △293,476

固定資産除却損 271 45

売上債権の増減額（△は増加） 193,566 884,742

たな卸資産の増減額（△は増加） 297,785 320,391

仕入債務の増減額（△は減少） △75,372 △474,745

未払消費税等の増減額（△は減少） 57,392 △23,100

その他 411,437 438,072

小計 1,488,710 1,227,872

利息及び配当金の受取額 29,560 20,579

利息の支払額 △12,146 △15,285

保険金の受取額 － 13,974

法人税等の支払額 △608,220 △364,771

営業活動によるキャッシュ・フロー 897,903 882,369
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（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) 

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 △374,410

定期預金の払戻による収入 － 152,924

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 △179,266

有形固定資産の売却による収入 10,601 455,459

無形固定資産の取得による支出 － △140,034

投資有価証券の取得による支出 △50,670 △1,018

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 －

関係会社株式の売却による収入 － 0

貸付金の回収による収入 － 90

投資活動によるキャッシュ・フロー △79,321 △86,256

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） 300,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △123,885 △107,125

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △14,624

自己株式の純増減額（△は増加） △60 △178

配当金の支払額 △201,693 △267,845

財務活動によるキャッシュ・フロー △25,639 △89,773

現金及び現金同等物に係る換算差額 △83,451 △28,226

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 709,491 678,113

現金及び現金同等物の期首残高 4,652,546 5,065,482

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,362,038 5,743,596
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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） 

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

グメントの売上高及び営業利益の金額は、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。 

  

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） 

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。 

  

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） 

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

２ 国または地域の区分の方法及び各区分に属する主な国または地域 

（１）国または地域の区分は、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または地域 

① アジア…………韓国・中国・シンガポール・台湾 

② 北米……………アメリカ 

③ 欧州……………ノルウェイ・イギリス     

④ その他の地域…オーストラリア・ブラジル 

  

該当事項はありません。 

  

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

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  302,225  164,805  112,618  22,180  601,829

Ⅱ 連結売上高（千円）                          4,185,993

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 7.2  4.0  2.7  0.5  14.4

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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