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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 12,452 △24.2 1,035 △48.7 1,185 △45.9 902 △30.4

21年3月期第3四半期 16,430 ― 2,018 ― 2,191 ― 1,297 ―

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3四半期 38.87 ―

21年3月期第3四半期 55.08 ―

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3四半期 28,365 22,024 77.6 948.39
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3四半期  22,024百万円 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

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。 

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3四半期 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3四半期  438,271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3四半期 23,223,121株 21年3月期第3四半期 23,549,894株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気後退に底打ち感が出てきているものの、企業収益の低迷

が続いており、雇用・所得環境の悪化やデフレ懸念が表面化するなど、依然として先行き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、直近では一部業種に需要回復の兆しが見られまし

たが、主要顧客の設備投資抑制が続いており、厳しい経営環境のうちに推移しました。 

このような環境の下、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は１２４億５千２百万円（前年同四半期連結累計

期間比２４．２％減）、連結営業利益は１０億３千５百万円（前年同四半期連結累計期間比４８．７％減）、連結

経常利益は１１億８千５百万円（前年同四半期連結累計期間比４５．９％減）、連結四半期純利益は９億２百万円

（前年同四半期連結累計期間比３０．４％減）となりました。 

   

（１）財政状態の分析 

  当第３四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７億９千４百万円減少し、２

８３億６千５百万円（前連結会計年度末比２．７％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１０億６千７百万円減少し、１７４億７千８百万円となりました。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２億

７千３百万円増加し、１０８億８千７百万円となりました。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３四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１３億６千５百万円減少し、

６３億４千１百万円（前連結会計年度末比１７．７％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９億９千１百万円減少し、４１億円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が５億６千２

百万円減少、未払法人税等が３億６千５百万円減少した一方、短期借入金が２億６千５百万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３億７千３百万円減少し、２２億４千万

円となりました。これは主に、長期借入金が２億８千２百万円減少したことによるものであります。 

 当第３四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５億７千万円増加し、２２

０億２千４百万円（前連結会計年度末比２．７％増）となりました。これは主に、当第３四半期連結累計期間の純

利益９億２百万円の計上、その他有価証券評価差額金の１億６千７百万円の増加、配当金４億６千５百万円の支払

い等によるものであります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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。）につきましては、前連結会

計年度末と比較して１２億９千１百万円増加し、６３億５千７百万円となりました。 

 当第３四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、２２億６千７百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が

１４億７千９百万円、売上債権の減少額が１４億８千万円、たな卸資産の減少額が１０億６千４百万円である一方

で、法人税等の支払額が６億９千８百万円、仕入債務の減少額が５億６千４百万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、３億７千２百万円となりました。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の純減少額が２億４千万円、固定資産の取得に

よる支出が５億６千９百万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、５億３千５百万円となりました。これは主に、配当金の支払額が４億６千５百

万円、長期借入金の返済による支出が３億１千７百万円である一方で、短期借入金の純増加額が３億円であったこ

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11月2日に公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」から変更は

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。  

  

（会計処理基準に関する事項の変更） 

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３四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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 6,665,881 5,133,877

受取手形及び売掛金 7,083,398 8,571,632

有価証券 300,208 300,014

商品及び製品 1,203,485 1,907,147

仕掛品 906,140 1,176,705

原材料及び貯蔵品 597,083 687,159

その他 730,429 775,967

貸倒引当金 △8,188 △6,728

流動資産合計 17,478,438 18,545,774

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,411,746 2,622,391

機械装置及び運搬具（純額） 239,975 294,248

土地 4,125,194 4,147,696

建設仮勘定 129,098 88,096

その他（純額） 527,215 477,467

有形固定資産合計 7,433,231 7,629,900

無形固定資産 464,879 177,549

投資その他の資産   

投資有価証券 2,165,878 1,860,737

その他 869,064 981,043

貸倒引当金 △45,977 △35,257

投資その他の資産合計 2,988,964 2,806,523

固定資産合計 10,887,076 10,613,973

資産合計 28,365,515 29,159,748
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 1,409,243 1,972,191

短期借入金 1,232,185 966,530

未払法人税等 53,433 419,118

賞与引当金 255,384 374,433

製品保証引当金 106,346 156,005

受注損失引当金 28,256 22,058

その他 1,015,993 1,181,871

流動負債合計 4,100,842 5,092,207

固定負債   

社債 400,000 400,000

長期借入金 636,675 919,470

退職給付引当金 327,586 388,608

役員退職慰労引当金 － 328,228

負ののれん 50,464 62,109

その他 825,848 515,969

固定負債合計 2,240,573 2,614,386

負債合計 6,341,415 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 16,648,494 16,210,877

自己株式 △253,493 △251,937

株主資本合計 21,786,720 21,350,658

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 358,185 190,734

為替換算調整勘定 △120,806 △88,238

評価・換算差額等合計 237,379 102,495

純資産合計 22,024,099 21,453,154

負債純資産合計 28,365,515 29,159,748

理研計器㈱　（7734）　平成22年３月期第３四半期決算短信

- 6 -



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 16,430,746 12,452,174

売上原価 10,052,526 7,555,064

売上総利益 6,378,220 4,897,109

販売費及び一般管理費 4,359,383 3,861,793

営業利益 2,018,836 1,035,316

営業外収益   

受取利息 12,053 6,560

受取配当金 45,763 30,848

負ののれん償却額 11,960 11,645

受取保険金及び配当金 142,936 102,195

持分法による投資利益 30,900 42,191

雑収入 31,050 53,118

営業外収益合計 274,664 246,560

営業外費用   

支払利息 34,943 40,267

為替差損 63,877 41,282

雑損失 3,003 14,670

営業外費用合計 101,824 96,220

経常利益 2,191,676 1,185,655

特別利益   

固定資産売却益 15,735 293,476

貸倒引当金戻入額 100 327

役員退職慰労引当金戻入額 － 2,500

特別利益合計 15,835 296,304

特別損失   

固定資産売却損 4,399 －

固定資産除却損 9,649 2,587

投資有価証券評価損 40,793 －

ゴルフ会員権評価損 10,380 －

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 24,150 300

特別損失合計 89,372 2,887

税金等調整前四半期純利益 2,118,139 1,479,072

法人税、住民税及び事業税 658,421 333,155

法人税等調整額 162,480 243,130

法人税等合計 820,902 576,285

四半期純利益 1,297,236 902,786
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 5,024,230 4,299,513

売上原価 3,267,814 2,610,909

売上総利益 1,756,416 1,688,603

販売費及び一般管理費 1,419,740 1,289,518

営業利益 336,675 399,085

営業外収益   

受取利息 3,857 2,224

受取配当金 16,116 11,954

負ののれん償却額 3,986 3,881

為替差益 － 31,681

受取保険金及び配当金 78,067 5,701

持分法による投資利益 20,738 15,969

雑収入 10,033 6,656

営業外収益合計 132,800 78,071

営業外費用   

支払利息 11,354 11,440

為替差損 125,329 －

雑損失 1,693 277

営業外費用合計 138,377 11,718

経常利益 331,097 465,438

特別利益   

固定資産売却益 5,039 －

貸倒引当金戻入額 － 274

特別利益合計 5,039 274

特別損失   

固定資産売却損 3,140 －

固定資産除却損 2,926 876

投資有価証券評価損 40,793 －

ゴルフ会員権評価損 4,000 －

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 2,700 600

特別損失合計 53,560 1,476

税金等調整前四半期純利益 282,577 464,235

法人税、住民税及び事業税 △2,155 73,912

法人税等調整額 145,774 117,307

法人税等合計 143,619 191,219

四半期純利益 138,957 273,015
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 2,118,139 1,479,072

減価償却費 417,346 447,455

負ののれん償却額 △11,960 △11,645

貸倒引当金の増減額（△は減少） 28,897 12,155

賞与引当金の増減額（△は減少） △115,479 △119,049

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） △65,055 △61,022

受注損失引当金の増減額（△は減少） △98,812 6,197

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △272,317 △328,228

受取利息及び受取配当金 △57,816 △37,409

受取保険金 － △102,195

支払利息 34,943 40,267

為替差損益（△は益） 199,568 69,173

持分法による投資損益（△は益） △30,900 △42,191

固定資産売却損益（△は益） △11,335 △293,476

固定資産除却損 9,649 2,587

投資有価証券評価損益（△は益） 40,793 －

ゴルフ会員権評価損 10,380 －

売上債権の増減額（△は増加） 499,640 1,480,291

たな卸資産の増減額（△は増加） 170,370 1,064,656

仕入債務の増減額（△は減少） 28,792 △564,536

未払消費税等の増減額（△は減少） 66,761 △36,390

その他 106,450 △191,333

小計 3,016,369 2,764,722

利息及び配当金の受取額 58,007 37,400

利息の支払額 △32,360 △41,196

保険金の受取額 － 205,235

法人税等の支払額 △1,262,604 △698,965

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,779,411 2,267,196
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 △88,164 △489,624

定期預金の払戻による収入 24,019 249,257

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 △1,084,201 △268,222

有形固定資産の売却による収入 50,352 455,459

無形固定資産の取得による支出 △102,071 △301,543

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 △53,363 △3,500

貸付金の回収による収入 180 570

子会社株式の取得による支出 △6,676 △15,000

関係会社株式の取得による支出 △34,381 －

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

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,194,052 △372,603

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

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △371,655 △317,140

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △52,081

自己株式の純増減額（△は増加） △111,871 △423

配当金の支払額 △403,394 △465,878

財務活動によるキャッシュ・フロー △286,920 △535,523

現金及び現金同等物に係る換算差額 △218,708 △67,237

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 79,730 1,291,831

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 4,732,276 6,357,314
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）並びに前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日

至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）並びに前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日

至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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）  491,761  203,800  98,439  28,759  822,761

Ⅱ 連結売上高（千円）          5,024,230

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 9.8  4.0  2.0  0.6  16.4

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  401,482  142,266  86,443  25,109  655,301

Ⅱ 連結売上高（千円）          4,299,513

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 9.3  3.3  2.0  0.6  15.2

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,492,369  676,611  404,938  109,435  2,683,354

Ⅱ 連結売上高（千円）          16,430,746

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 9.1  4.1  2.4  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）  992,371  469,089  261,353  70,139  1,792,953

Ⅱ 連結売上高（千円）          12,452,174

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 8.0  3.8  2.1  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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