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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 8,152 △28.5 636 △62.2 720 △61.3 629 △45.6

21年3月期第2四半期 11,406 ― 1,682 ― 1,860 ― 1,158 ―

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2四半期 27.12 ―

21年3月期第2四半期 49.13 ―

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2四半期 28,285 22,005 77.8 947.54
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2四半期  22,005百万円 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 3円00銭 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 8.50

22年3月期 
（予想）

― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 16,800 △21.6 1,330 △46.5 1,630 △41.5 1,200 △19.7 51.67
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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。 
 なお、業績予想に関する事項は、４ページの【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参照下さい。 

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2四半期 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2四半期  437,108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2四半期 23,223,976株 21年3月期第2四半期 23,575,583株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年後半以降急激に悪化した景気に一部底入れ感が見られる

ものの、設備投資の減少や雇用情勢の悪化により、景気の先行きは依然として不透明な状況にあります。 

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、景気停滞や企業収益の圧迫による主要顧客の設備

投資抑制が続いており、需要の回復傾向は見られないまま厳しい市場環境に終始しました。 

このような環境の下、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は８１億５千２百万円（前年同四半期連結累計期

間比２８．５％減）、連結営業利益は６億３千６百万円（前年同四半期連結累計期間比６２．２％減）、連結経常

利益は７億２千万円（前年同四半期連結累計期間比６１．３％減）、連結四半期純利益は６億２千９百万円（前年

同四半期連結累計期間比４５．６％減）となりました。 

  

（１) 財政状態の分析 

当第２四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８億７千４百万円減少し、２

８２億８千５百万円（前連結会計年度末比３．０％減）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１２億２千万円減少し、１７３億２千５百万円となりました。これは主に、売上債権の減少やたな卸

資産の圧縮が進んだことによるものであります。固定資産につきましては、前連結会計年度末と比較して３億４千

５百万円増加し、１０９億５千９百万円となりました。これは主に、保有株式の株価の値上がりにより投資有価証

券の含み益が増加したことによるものであります。 

当第２四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１４億２千７百万円減少し、

６２億７千９百万円（前連結会計年度末比１８．５％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１１億９千６百万円減少し、３８億９千５百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金

が９億５千１百万円減少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

２億３千万円減少し、２３億８千３百万円となりました。これは主に、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１億８千８百万円減少した一方、固定負債のその他に含まれる繰

延税金負債が１億１千７百万円増加したことによるものであります。 

当第２四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５億５千２百万円増加し、

２２０億５百万円（前連結会計年度末比２．６％増）となりました。これは主に、当第２四半期連結累計期間の純

利益６億２千９百万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３億６千２百万円増加

したこと及びその他有価証券評価差額金が２億５百万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２四半期連結会計期間末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１２億２千７百万円増加し６２億９千３百万円となりました。 

当第２四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） 

営業活動の結果得られた資金は、１９億８千９百万円となりました。これは主に、売上債権の減少額が１８億

円、たな卸資産の減少額が８億６百万円である一方で、仕入債務の減少額が９億５千９百万円であったことによる

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、１億８千万円となりました。これは主に、固定資産の売却による収入が４億５

千５百万円である一方で、預入期間が６ヶ月を超える定期預金が２億４千２百万円増加したこと、固定資産の取得

による支出が３億９千１百万円であったこと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、５億１千万円となりました。これは主に、配当金の支払額が２億６千７百万

円、長期借入金の返済による支出が２億１千万円であったこと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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連結業績予想につきましては、平成21年５月14日に公表しました内容から変更しています。詳細につきまして

は、平成21年11月２日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

  

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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１

四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 6,604,330 5,133,877

受取手形及び売掛金 6,774,077 8,571,632

有価証券 300,146 300,014

商品及び製品 1,431,723 1,907,147

仕掛品 887,704 1,176,705

原材料及び貯蔵品 647,330 687,159

その他 687,219 775,967

貸倒引当金 △6,769 △6,728

流動資産合計 17,325,762 18,545,774

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,471,063 2,622,391

機械装置及び運搬具（純額） 261,765 294,248

土地 4,126,085 4,147,696

建設仮勘定 129,481 88,096

その他（純額） 504,937 477,467

有形固定資産合計 7,493,333 7,629,900

無形固定資産 450,627 177,549

投資その他の資産   

投資有価証券 2,199,928 1,860,737

その他 860,827 981,043

貸倒引当金 △45,377 △35,257

投資その他の資産合計 3,015,377 2,806,523

固定資産合計 10,959,338 10,613,973

資産合計 28,285,101 29,159,748
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,020,940 1,972,191

短期借入金 944,810 966,530

未払法人税等 304,544 419,118

賞与引当金 304,181 374,433

製品保証引当金 106,346 156,005

受注損失引当金 25,077 22,058

その他 1,189,824 1,181,871

流動負債合計 3,895,725 5,092,207

固定負債   

社債 400,000 400,000

長期借入金 730,940 919,470

退職給付引当金 336,106 388,608

役員退職慰労引当金 － 328,228

負ののれん 54,345 62,109

その他 862,420 515,969

固定負債合計 2,383,812 2,614,386

負債合計 6,279,537 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 16,573,173 16,210,877

自己株式 △252,883 △251,937

株主資本合計 21,712,009 21,350,658

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 396,146 190,734

為替換算調整勘定 △102,592 △88,238

評価・換算差額等合計 293,554 102,495

純資産合計 22,005,563 21,453,154

負債純資産合計 28,285,101 29,159,748
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 11,406,516 8,152,661

売上原価 6,784,712 4,944,155

売上総利益 4,621,803 3,208,505

販売費及び一般管理費 2,939,642 2,572,274

営業利益 1,682,161 636,231

営業外収益   

受取利息 8,195 4,335

受取配当金 29,646 18,894

負ののれん償却額 7,973 7,763

為替差益 61,452 －

持分法による投資利益 10,161 26,222

受取保険金及び配当金 － 96,493

雑収入 85,886 46,461

営業外収益合計 203,316 200,170

営業外費用   

支払利息 23,589 28,827

為替差損 － 72,964

雑損失 1,309 14,392

営業外費用合計 24,898 116,184

経常利益 1,860,579 720,217

特別利益   

固定資産売却益 10,695 293,476

役員退職慰労引当金戻入額 － 2,500

貸倒引当金戻入額 100 353

特別利益合計 10,795 296,330

特別損失   

固定資産売却損 1,258 －

固定資産除却損 6,723 1,710

ゴルフ会員権評価損 6,380 －

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 21,450 －

特別損失合計 35,812 1,710

税金等調整前四半期純利益 1,835,561 1,014,837

法人税、住民税及び事業税 660,576 259,242

法人税等調整額 16,706 125,823

法人税等合計 677,282 385,066

四半期純利益 1,158,279 629,770
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 5,532,798 3,966,667

売上原価 3,122,449 2,392,700

売上総利益 2,410,349 1,573,966

販売費及び一般管理費 1,503,254 1,250,233

営業利益 907,095 323,733

営業外収益   

受取利息 4,705 2,292

受取配当金 3,778 355

負ののれん償却額 3,986 3,881

持分法による投資利益 12,337 11,693

受取保険金及び配当金 － 83,695

雑収入 78,203 35,387

営業外収益合計 103,011 137,305

営業外費用   

支払利息 12,575 14,489

為替差損 30,749 60,376

雑損失 85 13,570

営業外費用合計 43,409 88,436

経常利益 966,696 372,602

特別利益   

固定資産売却益 2,090 －

貸倒引当金戻入額 － 653

特別利益合計 2,090 653

特別損失   

固定資産売却損 1,244 －

固定資産除却損 6,452 1,664

ゴルフ会員権評価損 6,380 －

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 650 350

特別損失合計 14,726 2,014

税金等調整前四半期純利益 954,061 371,240

法人税、住民税及び事業税 236,920 △14,415

法人税等調整額 128,607 177,057

法人税等合計 365,527 162,641

四半期純利益 588,533 208,599
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 1,835,561 1,014,837

減価償却費 260,610 305,885

負ののれん償却額 △7,973 △7,763

貸倒引当金の増減額（△は減少） 20,646 10,028

賞与引当金の増減額（△は減少） 26,295 △70,252

製品保証引当金の増減額（△は減少） △51,685 △49,658

退職給付引当金の増減額（△は減少） △46,826 △52,501

受注損失引当金の増減額（△は減少） △83,937 3,018

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △277,152 △328,228

受取利息及び受取配当金 △37,842 △23,229

受取保険金 － △96,493

支払利息 23,589 28,827

為替差損益（△は益） 74,657 81,089

持分法による投資損益（△は益） △10,161 △26,222

固定資産売却損益（△は益） △9,436 △293,476

固定資産除却損 6,723 1,710

ゴルフ会員権評価損 6,380 －

売上債権の増減額（△は増加） 82,019 1,800,537

たな卸資産の増減額（△は増加） 344,116 806,144

仕入債務の増減額（△は減少） △329,143 △959,723

未払消費税等の増減額（△は減少） 63,498 △38,421

その他 11,457 67,253

小計 1,901,394 2,173,359

利息及び配当金の受取額 38,040 23,226

利息の支払額 △22,037 △28,657

保険金の受取額 － 195,851

法人税等の支払額 △626,034 △374,484

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,291,362 1,989,295

理研計器㈱　（7734）　平成22年３月期第２四半期決算短信

- 9 -



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 △42,738 △419,842

定期預金の払戻による収入 － 176,953

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 △987,567 △205,813

有形固定資産の売却による収入 22,920 455,459

無形固定資産の取得による支出 △86,735 △185,248

無形固定資産の売却による収入 4,214 －

投資有価証券の取得による支出 △52,072 △2,309

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 90 380

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,052,527 △180,420

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △247,770 △210,250

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △32,751

自己株式の純増減額（△は増加） △360 △191

配当金の支払額 △201,648 △267,223

財務活動によるキャッシュ・フロー △449,779 △510,415

現金及び現金同等物に係る換算差額 △70,669 △70,762

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △281,613 1,227,696

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 4,370,933 6,293,179
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間

（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日

至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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。 

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間

（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日

至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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。 

（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〕
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前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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…………中国・韓国・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…ブラジル・オーストラリア 

  

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

〔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）  471,121  195,602  124,942  36,300  827,967

Ⅱ 連結売上高（千円）          5,532,798

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 8.5  3.5  2.3  0.7  15.0

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  288,662  162,017  62,291  22,849  535,821

Ⅱ 連結売上高（千円）          3,966,667

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 7.3  4.1  1.5  0.6  13.5

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,000,607  472,811  306,499  80,675  1,860,593

Ⅱ 連結売上高（千円）          11,406,516

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 8.8  4.1  2.7  0.7  16.3

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  590,888  326,823  174,909  45,030  1,137,651

Ⅱ 連結売上高（千円）          8,152,661

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 7.3  4.0  2.1  0.6  14.0

（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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