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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 21,370 △40.7 △615 ― △610 ― △921 ―

21年3月期第2四半期 36,032 ― △38 ― △157 ― △208 ―

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 △117.43 ―

21年3月期第2四半期 △26.62 ―

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 23,646 5,794 24.3 732.23
21年3月期 32,103 6,776 20.9 855.92

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  5,748百万円 21年3月期  6,719百万円

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

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 ― 13.00 ― 10.00 23.00

22年3月期 ― 5.00

22年3月期 
（予想）

― 5.00 10.00

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 52,500 △24.0 △350 ― △450 ― △800 ― △101.91
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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 

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表日現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に
基づいており、実際の業績等は様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

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2四半期 7,879,005株 21年3月期  7,879,005株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  28,968株 21年3月期  28,741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 7,850,183株 21年3月期第2四半期 7,850,815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２四半期における我が国経済は、企業の在庫調整が一巡し増産に転じた他、景気対策等の

実施により、一部に景気回復の兆しが見られるものの、企業業績の悪化や雇用情勢の低迷など、

依然として先行き不透明な状況が続いており、企業の設備投資は引き続き厳しい状況となってお

ります。 

当社グループの属する電子計測機器および関連業界においても、デジタル家電業界や自動車業

界で設備投資の抑制が継続する厳しい経済環境となっております。 

こうした状況の下、当社グループは、国内外の幅広い営業拠点網を活用し、電磁波等の環境試

験関連ユーザーや太陽電池やリチウムイオン電池等の新エネルギー関連の取引深耕を積極的に進

めておりますが、国内外で、主力である家電業界や自動車業界からの受注は、極めて低調に推移

いたしました。 

この結果、連結受注高は24,610百万円となり、前年同期比15,740百万円減（前年同期比39.0％

減）と大幅減少となりました。また、第２四半期での連結売上高は21,370百万円で前年同期比

14,661百万円減（前年同期比40.7％減）となりました。 

このような厳しい環境を考慮して、期首より、役員報酬の削減・社員の賞与の減額・徹底した

経費の見直しに取り組み一定の成果を上げておりますが、売上減少による粗利益の減少をカバー

するまでには至らず、連結営業損失は615百万円、連結経常損失は610百万円を計上することとな

りました。保有する有価証券の売却や旧茨城営業所の土地、建物の売却により15百万円の特別利

益を計上したものの、繰延税金資産の取崩し291百万円の他、事務所の閉鎖や希望退職募集によ

る退職金加算分の特別損失の計上もあり、当第２四半期純損失は921百万円となりました。 

 

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 

（資産） 

当第２四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て8,457百万円減少し、

23,646百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、8,396百万円減少し、20,032百万円となりました。

現金及び預金が909百万円減少、受取手形及び売掛金が7,350百万円減少したこと等によるもので

す。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて、60百万円減少し、3,613百万円となりました。投資

有価証券が259百万円増加しましたが、ソフトウエアが償却により23百万円減少、差入保証金が

17百万円減少、茨城営業所として使用していた自社不動産の売却等により建物、土地、構築物が

38百万円減少、繰延税金資産の取崩しにより198百万円減少したこと等によるものです。 

 
（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、7,260百万円減少し、15,952百万円となりました。

支払手形及び買掛金が3,660百万円減少、短期借入金が3,208百万円減少、未払費用が154百万円

減少したこと等によるものです。短期借入金の減少は、１年以内返済予定の長期借入金の減少

208百万円を含んでおります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて、214百万円減少し、1,898百万円となりました。１年

以内返済予定の長期借入金210百万円を流動負債に振替を行なったこと等によるものです。 

 
（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べて、981百万円減少し、5,794百万円となりました。四半期

純損失の計上と配当金の支払78百万円により利益剰余金が1,000百万円減少したこと等によるも

のです。 
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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は、前連結会計年度末に比べて、

873百万円減少し、2,704百万円となりました。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） 

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,698百万円の

収入（前年同期は325百万円の収入）となりました。これは、売上債権の減少額7,418百万円に

よる増加が、税金等調整前四半期純損失620百万円の計上、仕入債務の減少額3,721百万円、未

払消費税等の減少78百万円、未払費用の減少177百万円等の減少を上回ったことによります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、90百万円の支出

（前年同期は104百万円の支出）となりました。これは、投資有価証券の取得による支出235百

万円、定期預金の預入による支出22百万円、有形固定資産の取得による支出15百万円等が、定

期預金の払戻による収入58百万円、投資有価証券の売却による収入78百万円、有形固定資産の

売却による収入29百万円、差入保証金の返還による収入23百万円等の収入を上回ったことによ

ります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、3,498百万円の

支出（前年同期は30百万円の収入）となりました。これは、短期借入金の減少3,000百万円、

長期借入金の返済による支出419百万円、配当金78百万円の支払によります。 
 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年３月期の連結業績予想につきましては、概ね予想どおり推移しておりますので、平成

21年９月16日に公表致しました「特別損失の計上及び繰延税金資産の取崩しに伴う業績予想の修

正に関するお知らせ」で発表いたしました通期連結業績予想に変更はありません。 

 

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） 

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 

棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかものについてのみ正味売却価格を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

 

(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。 
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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 2,749,561 3,658,876

受取手形及び売掛金 15,073,021 22,423,057

商品及び製品 1,738,465 1,685,870

仕掛品 12,118 15,361

原材料及び貯蔵品 64,722 77,554

繰延税金資産 － 189,000

未収消費税等 16,491 －

その他 399,672 399,108

貸倒引当金 △21,314 △19,156

流動資産合計 20,032,738 28,429,673

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 849,728 881,564

減価償却累計額 △332,911 △340,147

建物及び構築物（純額） 516,817 541,417

車両運搬具 106,184 103,762

減価償却累計額 △61,184 △54,525

車両運搬具（純額） 44,999 49,236

工具、器具及び備品 649,800 639,909

減価償却累計額 △414,894 △384,653

工具、器具及び備品（純額） 234,906 255,255

土地 999,513 1,006,213

リース資産 3,028 3,028

減価償却累計額 △857 △555

リース資産（純額） 2,170 2,472

有形固定資産合計 1,798,407 1,854,596

無形固定資産   

のれん 93,598 109,987

その他 208,868 231,109

無形固定資産合計 302,466 341,096

投資その他の資産   

投資有価証券 827,420 567,804

長期貸付金 108,129 115,196

繰延税金資産 － 198,806

その他 794,231 842,021

貸倒引当金 △216,983 △245,738

投資その他の資産合計 1,512,799 1,478,090

固定資産合計 3,613,673 3,673,782

資産合計 23,646,411 32,103,455
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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 7,950,329 11,611,197

短期借入金 7,653,830 10,862,450

未払法人税等 38,426 83,503

未払消費税等 － 78,238

その他 310,337 578,305

流動負債合計 15,952,923 23,213,695

固定負債   

社債 500,000 500,000

長期借入金 1,366,980 1,577,600

リース債務 2,320 2,631

その他 29,389 32,836

固定負債合計 1,898,690 2,113,068

負債合計 17,851,613 25,326,763

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,159,170 1,159,170

資本剰余金 1,333,000 1,333,000

利益剰余金 3,518,263 4,518,582

自己株式 △26,317 △26,214

株主資本合計 5,984,115 6,984,538

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △144,288 △139,971

為替換算調整勘定 △91,802 △125,388

評価・換算差額等合計 △236,090 △265,360

少数株主持分 46,773 57,514

純資産合計 5,794,798 6,776,692

負債純資産合計 23,646,411 32,103,455
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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 36,032,410 21,370,602

売上原価 32,534,303 19,366,561

売上総利益 3,498,107 2,004,041

販売費及び一般管理費 3,536,599 2,619,655

営業損失（△） △38,491 △615,613

営業外収益   

受取利息 4,009 2,864

受取配当金 13,222 10,662

仕入割引 52,743 29,610

受取地代家賃 542 737

その他 24,178 33,663

営業外収益合計 94,697 77,538

営業外費用   

支払利息 105,302 59,434

手形売却損 4,384 1,618

為替差損 90,687 3,764

その他 13,249 7,539

営業外費用合計 213,625 72,357

経常損失（△） △157,419 △610,432

特別利益   

固定資産売却益 － 332

投資有価証券売却益 4,527 15,050

償却債権取立益 651 －

特別利益合計 5,179 15,382

特別損失   

固定資産売却損 620 －

固定資産除却損 － 2,978

投資有価証券売却損 436 －

投資有価証券評価損 88,420 －

特別退職金 － 22,708

特別損失合計 89,477 25,687

税金等調整前四半期純損失（△） △241,717 △620,737

法人税等 △16,734 313,344

少数株主損失（△） △16,005 △12,265

四半期純損失（△） △208,977 △921,816
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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損失（△） △241,717 △620,737

減価償却費 81,156 82,447

のれん償却額 52,269 16,389

貸倒引当金の増減額（△は減少） 22,989 △26,598

受取利息及び受取配当金 △17,231 △13,526

支払利息 99,342 56,296

社債利息 5,960 3,137

為替差損益（△は益） 18,991 17,792

有形固定資産除却損 － 2,978

有形固定資産売却損益（△は益） 620 △332

投資有価証券売却損益（△は益） △4,091 △15,050

投資有価証券評価損益（△は益） 88,420 －

特別退職金 － 22,708

売上債権の増減額（△は増加） 4,348,942 7,418,577

たな卸資産の増減額（△は増加） △178,078 △23,716

仕入債務の増減額（△は減少） △3,913,933 △3,721,305

未払又は未収消費税等の増減額 10,841 △94,730

その他の資産の増減額（△は増加） 18,637 △511

その他の負債の増減額（△は減少） 62,089 △300,671

小計 455,209 2,803,148

利息及び配当金の受取額 16,220 13,526

利息の支払額 △105,629 △59,434

法人税等の支払額 △68,272 △58,477

法人税等の還付額 28,293 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 325,821 2,698,762

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 △32,994 △22,889

定期預金の払戻による収入 21,647 58,966

有形固定資産の取得による支出 △56,883 △15,095

有形固定資産の売却による収入 30 29,209

無形固定資産の取得による支出 △49,811 △4,240

投資有価証券の取得による支出 △10,447 △235,262

投資有価証券の売却による収入 6,355 78,000

貸付けによる支出 △22,269 △4,600

貸付金の回収による収入 33,206 9,667

その他 6,576 15,940

投資活動によるキャッシュ・フロー △104,590 △90,304
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（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) 

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） △503,000 △3,000,000

長期借入れによる収入 1,500,000 －

長期借入金の返済による支出 △808,160 △419,240

リース債務の返済による支出 － △310

自己株式の取得による支出 △361 △103

配当金の支払額 △157,020 △78,846

少数株主への配当金の支払額 △980 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 30,478 △3,498,500

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18,991 16,988

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 232,717 △873,053

現金及び現金同等物の期首残高 3,088,251 3,577,958

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,320,968 2,704,905
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 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） 

  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） 

 全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める「電子計測器の販売、修理、校正の事

業」の割合がいずれも90％を超えているため、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） 

 全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が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。 

 

【海外売上高】 

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） 

 海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

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） 

 該当事項はありません。 

 

６．その他の情報 

受注の状況 

連 結  

売上高 受注高 確定受注残高 

22年３月期第２四半期(千円) 21,370,602 24,610,215  7,477,609

21年３月期第２四半期(千円) 36,032,410 40,350,728  9,020,165

増減額(千円) △14,661,808 △15,740,513  △1,542,556

増減率（％） △40.7 △39.0  △17.1

21年３月期(千円) 69,081,203 68,617,352  4,237,996

※平成21年９月末現在、上記の確定受注残高とは別に、推定金額253,771千円の価格未確定受注残高があり、確定受

注残高7,477,609千円との合計は、7,731,380千円となります。また、前期の第２四半期では、この価格未確定受

注残高は、1,065,018千円であり、確定受注残高9,020,165千円との合計は、10,085,184千円でしたので、対前年

同期比で2,353,803千円減少しております。 

 （注）価格未確定受注残高とは、単なる引合い材料ではなく、受注自体は決定しているが、価格が未だ最終確定

していない受注のことです。この価格未確定受注残高は、価格確定時点で確定受注残高に組み入れられます。 
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