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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 34,069 △33.6 △575 ― △556 ― △990 ―

21年3月期第3四半期 51,317 ― △305 ― △619 ― △598 ―

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 △126.13 ―

21年3月期第3四半期 △76.17 ―

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3四半期 27,124 5,677 20.8 717.84
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3四半期  5,635百万円 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3四半期 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3四半期  29,063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3四半期 7,850,116株 21年3月期第3四半期 7,850,679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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、在庫調整の進展や景気対策効果により、持

ち直しの傾向が見られましたが、円高、雇用・所得環境の悪化、消費の落ち込みやデフレ傾向な

どの懸念から、企業の設備投資は鈍く、厳しい状況となっております。 

当社グループが属する電子計測機器業界および関連業界におきましても、自動車業界での電気

自動車やハイブリッド自動車の開発・実用化関連を中心に、環境・エネルギー市場において回復

の動きは見られたものの、設備投資については、なお慎重な姿勢が継続する厳しい状況で推移い

たしました。 

このような状況のもと、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、大学や

独立行政法人を中心とする官公庁の研究開発部門の取引強化等に努めてまいりました。また、経

営合理化の一環として、徹底した経費削減策の実施に加え、早期退職優遇措置による人件費削減

効果により第３四半期連結会計期間(10月から12月)では、営業利益・経常利益の各段階での黒字

化に転じました。 

第３四半期連結累計受注高は、38,217百万円となり、前年同期比18,381百万円減（前年同期比

32.5％減）、第３四半期累計売上高は、34,069百万円で前年同期比、17,247百万円減（前年同期

比33.6％減）となり、営業損失は575百万円、経常損失は556百万円となりました。 

経営合理化策の一環として実施した３営業所の統合や早期退職優遇措置による特別損失を91百

万円計上したため、当四半期累計純損失は、990百万円（前年同四半期は598百円の純損失）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３四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、4,978百万円減少し、

27,124百万円となりました。 
流動資産は、前連結会計年度末に比べて、4,869百万円減少し、23,560百万円となりました。

現金及び預金が475百万円減少、受取手形及び売掛金が4,250百万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、109百万円減少し、3,564百万円となりました。投資

有価証券が251百万円増加しましたが、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49百万円減少、建物等減価償却費79百万円、のれんの償却24百万円、ソ

フトウエアの償却42百万円、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、3,000百万円減少し、20,212百万円となりました。

短期借入金が928百万円増加、固定負債から流動負債への振替により１年内償還予定の社債が250

百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金が3,385百万円減少、１年内返済予定の長期借入金

が457百万円減少、未払消費税等が78百万円減少、未払費用が156百万円減少したこと等によるも

のです。 
固定負債は、前連結会計年度末に比べて、878百万円減少し、1,234百万円となりました。１年

内返済予定の長期借入金622百万円と１年内償還予定の社債250百万円を流動負債に振替を行なっ

たこと等によるものです。 
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（純資産） 
純資産は、前連結会計年度末に比べて、1,099百万円減少し、5,677百万円となりました。四半

期純損失の計上と配当金の支払等117百万円により利益剰余金が1,107百万円減少したこと等によ

るものです。 
 

(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は、前連結会計年度末に比べて、

411百万円減少し、3,166百万円となりました。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） 

当第３四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、52百万円の支出

（前年同期は2,208百万円の支出）となりました。これは、税金等調整前四半期純損失682百万

円の計上、仕入債務の減少額3,384百万円、未収消費税等の増加106百万円、特別退職金の支払

91百万円等が、売上債権の減少額4,320百万円による増加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３四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、97百万円の支出

（前年同期は218百万円の支出）となりました。これは、投資有価証券の取得による支出239百

万円、定期預金の預入による支出43百万円、有形固定資産の取得による支出19百万円等が、定

期預金の払戻による収入106百万円、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３四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、257百万円の支

出（前年同期は3,450百万円の収入）となりました。これは、長期借入金の返済による支出

1,129百万円、配当金105百万円の支払が、短期借入金の増加928百万円、長期借入金の増加50

百万円を上回ったことによります。 
 

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な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 3,183,160 3,658,876

受取手形及び売掛金 18,172,071 22,423,057

商品及び製品 1,637,570 1,685,870

仕掛品 16,178 15,361

原材料及び貯蔵品 59,068 77,554

繰延税金資産 － 189,000

未収消費税等 28,373 －

その他 486,203 399,108

貸倒引当金 △22,378 △19,156

流動資産合計 23,560,247 28,429,673

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 838,920 881,564

減価償却累計額 △338,724 △340,147

建物及び構築物（純額） 500,195 541,417

車両運搬具 102,147 103,762

減価償却累計額 △62,636 △54,525

車両運搬具（純額） 39,511 49,236

工具、器具及び備品 644,939 639,909

減価償却累計額 △428,096 △384,653

工具、器具及び備品（純額） 216,842 255,255

土地 999,513 1,006,213

リース資産 3,028 3,028

減価償却累計額 △1,009 △555

リース資産（純額） 2,018 2,472

有形固定資産合計 1,758,082 1,854,596

無形固定資産   

のれん 85,403 109,987

その他 192,250 231,109

無形固定資産合計 277,654 341,096

投資その他の資産   

投資有価証券 819,773 567,804

長期貸付金 98,719 115,196

繰延税金資産 － 198,806

その他 789,352 842,021

貸倒引当金 △179,056 △245,738

投資その他の資産合計 1,528,789 1,478,090

固定資産合計 3,564,525 3,673,782

資産合計 27,124,773 32,103,455
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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 8,226,000 11,611,197

短期借入金 11,333,240 10,862,450

1年内償還予定の社債 250,000 －

未払法人税等 50,261 83,503

未払消費税等 － 78,238

その他 353,440 578,305

流動負債合計 20,212,941 23,213,695

固定負債   

社債 250,000 500,000

長期借入金 955,480 1,577,600

リース債務 2,168 2,631

その他 26,952 32,836

固定負債合計 1,234,601 2,113,068

負債合計 21,447,543 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 3,410,714 4,518,582

自己株式 △26,349 △26,214

株主資本合計 5,876,535 6,984,538

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △109,735 △139,971

為替換算調整勘定 △131,763 △125,388

評価・換算差額等合計 △241,498 △265,360

少数株主持分 42,192 57,514

純資産合計 5,677,229 6,776,692

負債純資産合計 27,124,773 32,103,455
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(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 51,317,065 34,069,134

売上原価 46,355,872 30,804,108

売上総利益 4,961,193 3,265,025

販売費及び一般管理費 5,266,532 3,840,702

営業損失（△） △305,338 △575,676

営業外収益   

受取利息 5,155 3,473

受取配当金 14,960 11,623

仕入割引 75,975 43,396

為替差益 － 9,026

受取地代家賃 814 1,008

その他 38,876 47,457

営業外収益合計 135,781 115,987

営業外費用   

支払利息 153,352 88,138

手形売却損 4,384 1,618

為替差損 282,342 －

その他 9,866 6,699

営業外費用合計 449,945 96,455

経常損失（△） △619,502 △556,144

特別利益   

固定資産売却益 － 332

投資有価証券売却益 4,677 15,050

償却債権取立益 651 －

特別利益合計 5,329 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 89,950 46,933

特別退職金 － 91,430

特別損失合計 91,006 141,342

税金等調整前四半期純損失（△） △705,179 △682,105

法人税等 △155,847 323,955

過年度法人税等 65,510 －

少数株主損失（△） △16,819 △15,945

四半期純損失（△） △598,023 △990,115
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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損失（△） △705,179 △682,105

減価償却費 122,591 122,571

のれん償却額 78,290 24,583

貸倒引当金の増減額（△は減少） 63,231 △63,461

受取利息及び受取配当金 △20,115 △15,097

支払利息 145,325 85,000

社債利息 8,026 3,137

為替差損益（△は益） 33,983 7,860

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） △4,241 △15,050

投資有価証券評価損益（△は益） 89,950 46,933

特別退職金 － 91,430

売上債権の増減額（△は増加） 4,575,624 4,320,777

たな卸資産の増減額（△は増加） △559,033 66,811

仕入債務の増減額（△は減少） △5,931,032 △3,384,002

未払又は未収消費税等の増減額 △24,703 △106,612

その他の資産の増減額（△は増加） 190,759 △87,809

その他の負債の増減額（△は減少） △95,679 △245,379

小計 △2,031,582 172,235

利息及び配当金の受取額 18,988 16,299

利息の支払額 △153,678 △88,138

特別退職金の支払額 － △91,430

法人税等の支払額 △70,999 △61,451

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 △2,208,978 △52,485

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 △34,834 △43,025

定期預金の払戻による収入 21,647 106,731

有形固定資産の取得による支出 △96,240 △19,942

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 △50,424 △4,240

投資有価証券の取得による支出 △48,111 △239,673

投資有価証券の売却による収入 6,648 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 42,502 19,076

その他 △37,448 △19,159

投資活動によるキャッシュ・フロー △218,499 △97,623
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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) 

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） 4,003,000 928,000

長期借入れによる収入 1,500,000 50,000

長期借入金の返済による支出 △1,816,780 △1,129,330

リース債務の返済による支出 － △462

自己株式の取得による支出 △520 △134

配当金の支払額 △234,245 △105,098

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 3,450,473 △257,026

現金及び現金同等物に係る換算差額 △80,503 △4,686

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 942,492 △411,822

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 4,030,743 3,166,136
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 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） 

  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】 

 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） 

 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】 

 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） 

 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】 

 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） 

 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） 

 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３四半期(千円) 34,069,134 38,217,302  8,386,164

21年３月期第３四半期(千円) 51,317,065 56,598,801  9,983,582

増減額(千円) △17,247,931 △18,381,498  △1,597,418

増減率（％） △33.6 △32.5  △16.0

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

※平成21年12月末現在、上記の確定受注残高とは別に、推定金額610,790千円の価格未確定受注残高があり、確定受

注残高8,386,164千円との合計は、8,996,954千円となります。また、前期の第３四半期では、この価格未確定受

注残高は、1,012,987千円であり、確定受注残高9,983,582千円との合計は、10,996,570千円でしたので、対前年

同期比で1,999,615千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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