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（百万円未満切捨て） 
１．平成22年12月期第2四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年6月30日） 
（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 12月期第2四半期 6,449 18.6 498 ― 485 ― 82 ― 
21年 12月期第2四半期 5,437 ― △105 ― △116 ― △75 ― 

 

 
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 12月期第2四半期 3.21 ― 
21年 12月期第2四半期 △2.92 ― 

 
（２）連結財政状態 

 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 12月期第2四半期 17,441 8,416 48.3 327.21 
21年 12月期 17,958 8,449 47.1 328.48 

(参考)自己資本 22年 12月期第2四半期        8,416百万円 21年 12月期        8,449百万円 

 
２．配当の状況 

年間配当金    
 

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 12月期 ― ― ― 8.00 8.00    
22年 12月期 ― ―       

22年 12月期(予想)   ― 8.00 8.00    

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年 12月 31日） 

（％表示は対前期増減率） 

 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 13,000 13.8 900 228.6 850 258.8 300 101.2 11.66 

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



 

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.3「２.その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

 新規 ―社（社名）                   、除外 ―社（社名） 
  （注）当四半期会計期間における連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動の有無となります。 
 
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

  （注）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の有無となります。 
 
 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

  （注）「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、表示方法の変更の有無となります。 

 
 

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 22年12月期２Ｑ 25,758,800株 21年12月期 25,758,800株 

② 期末自己株式数 22年12月期２Ｑ 36,480株 21年12月期 35,299株 

③ 期中平均株式数(四半期累計) 22年12月期２Ｑ 25,722,817株 21年12月期２Ｑ 25,725,728株 

 
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信
の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

 
※ 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見通し等の将来に関する記述は、当社が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り大きく異なる可能性がありま
す。 
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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、アジア経済の堅調な回復基調や政府の経済対策の実施により輸

出や生産に回復の動きが見られる一方で、ヨーロッパの財政危機の影響による先行き不透明感が懸念され、国内にお

いても雇用環境や個人消費は本格的な回復には至っておりません。 

 計測機器業界におきましては、製造業の生産に一部回復が見られるものの、企業の設備投資に対する慎重な姿勢が

続き、依然として厳しい状況が続いております。 

 このような事業環境のなか、当第２四半期連結累計期間は、第３次中期経営計画がスタートし、「環境変化に耐え

うる企業体質の確立」に向けて、営業・生産・開発革新のさらなる進化に着手いたしました。また、グループ全体の

全社最適化と効率的な業務推進により、「低コスト体制の確立」に向けて、収益体質の改善をはかる取り組みを開始

いたしました。当第２四半期連結累計期間における受注高は6,044百万円と前第２四半期連結累計期間に比べ2.5％の

増加となりました。売上高につきましては、6,449百万円と前第２四半期連結累計期間に比べ18.6％の増収となりまし

た。 

  収益につきましては、生産の回復とコスト削減により原価率が改善し、当第２四半期連結累計期間の営業利益は498

百万円と前第２四半期連結累計期間に比べ603百万円の増益、経常利益は485百万円と前第２四半期連結累計期間に比

べ601百万円の増益となりました。また、四半期純利益は、特別損失として投資有価証券評価損等が発生いたしました

が、82百万円と前第２四半期連結累計期間に比べ157百万円の増益となりました。 

 事業部門別の状況は、次のとおりであります。 

①計測機器部門 

 計測機器部門につきましては、センサ、測定器の汎用品が設備投資の一部回復により需要が増加し、売上高は5,316

百万円となり、前第２四半期連結累計期間に比べ21.5％の増収となりました。 

②コンサルティング部門 

 コンサルティング部門につきましては、ダムの安全性を計測するセンサの設置等のダム関連分野が堅調に推移し、

売上高は701百万円と、前第２四半期連結累計期間に比べ7.0％の増収となりました。 

③保守・修理部門 

 保守・修理部門につきましては、修理件数の増加等により売上高は431百万円となり、前第２四半期連結累計期間に

比べ6.4％の増収となりました。 

  

①財政状態の変動状況について 

（資産の部） 

 当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、17,441百万円となり、前連結会計年度末に比べ516百万円の減少

となりました。 

  流動資産につきましては、10,984百万円となり、前連結会計年度末に比べ333百万円の減少となりました。その主な

要因は、受取手形及び売掛金が471百万円減少したことによるものであります。 

  固定資産につきましては、6,456百万円となり、前連結会計年度末に比べ183百万円の減少となりました。その主な

要因は、有形固定資産が192百万円減少したことによるものであります。 

（負債の部） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、9,025百万円となり、前連結会計年度末に比べ483百万円の減少

となりました。 

  流動負債につきましては、3,908百万円となり、前連結会計年度末に比べ170百万円の減少となりました。その主な

要因は、短期借入金が230百万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、5,116百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ313百万円の減少となりました。その主な要因は、長期借入金が192百万円、長期未払金

が91百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

（純資産の部） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は8,416百万円となり、前連結会計年度末に比べ33百万円の減少と

なりました。その主な要因は、その他有価証券評価差額金が90百万円増加し、四半期純利益を82百万円計上いたしま

したが、配当に伴い利益剰余金が205百万円減少したことによるものであります。 

  

１. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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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②キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、減価償却費233百万円、売上債権の減少471百万円、仕入債務

の増加233百万円の資金流入に対し、法人税等の支払101百万円等の資金流出があり、全体では1,254百万円の資金流入

(前年同四半期は773百万円の資金流入)となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の取得103百万円及び有形固定資産の取得28百万

円等により、全体では129百万円の資金流出(前年同四半期は507百万円の資金流入)となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、短期借入金の純増減額230百万円、長期借入金の返済192百万

円、社債の償還125百万円、配当金の支払203百万円等により、全体では751百万円の資金流出(前年同四半期は463百万

円の資金流出)となりました。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期末残高は、前連結会計年度末と比べ371百万円増加し、2,826百万

円となりました。 

  

当連結会計年度の業績予想につきましては、第２四半期累計期間における業績の動向等を踏まえ、平成22年２月９

日に公表いたしました平成22年12月期通期業績予想を修正しております。詳細は、平成22年７月27日公表の「業績予

想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
  
  

該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

(固定資産の減価償却の方法) 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

②四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、第１四半期連結

会計期間より、「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、売上高が48,700千円、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ6,600千円

増加しております。 

  

該当事項はありません。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

２．その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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22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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,261,812 2,890,301 

受取手形及び売掛金 3,754,168 4,225,595 

商品及び製品 1,221,457 1,244,051 

仕掛品 971,075 1,001,916 

未成工事支出金 336,519 339,120 

原材料及び貯蔵品 1,220,491 1,256,271 

その他 220,634 368,419 

貸倒引当金 △1,481 △7,834 

流動資産合計 10,984,678 11,317,841 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,970,719 3,083,166 

その他（純額） 1,391,891 1,471,697 

有形固定資産合計 4,362,610 4,554,863 

無形固定資産 111,789 114,238 

投資その他の資産   

その他 1,983,902 1,972,635 

貸倒引当金 △1,335 △1,535 

投資その他の資産合計 1,982,567 1,971,100 

固定資産合計 6,456,967 6,640,202 

資産合計 17,441,646 17,958,044 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,506,200 1,272,358 

短期借入金 850,000 1,080,000 

未払法人税等 65,091 32,048 

賞与引当金 144,800 131,285 

役員賞与引当金 17,775 4,750 

工事損失引当金 2,847 2,847 

その他 1,321,985 1,555,483 

流動負債合計 3,908,700 4,078,772 

固定負債   

長期借入金 2,434,416 2,627,018 

退職給付引当金 2,313,738 2,363,801 

役員退職慰労引当金 209,797 192,746 

その他 158,428 245,940 

固定負債合計 5,116,380 5,429,507 

負債合計 9,025,080 9,508,279 
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22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12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,309,440 1,309,440 

資本剰余金 1,344,609 1,344,609 

利益剰余金 5,711,281 5,834,502 

自己株式 △10,904 △10,579 

株主資本合計 8,354,426 8,477,972 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 62,138 △28,207 

評価・換算差額等合計 62,138 △28,207 

純資産合計 8,416,565 8,449,765 

負債純資産合計 17,441,646 17,958,044 
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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21年１月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年６月30日) 

売上高 5,437,658 6,449,160 

売上原価 3,727,042 4,118,244 

売上総利益 1,710,615 2,330,915 

販売費及び一般管理費 1,815,772 1,832,491 

営業利益又は営業損失（△） △105,156 498,424 

営業外収益   

受取利息 3,270 945 

受取配当金 20,973 16,724 

持分法による投資利益 470 － 

保険配当金 － 11,274 

その他 20,982 10,748 

営業外収益合計 45,697 39,693 

営業外費用   

支払利息 45,921 39,245 

その他 10,636 13,490 

営業外費用合計 56,558 52,735 

経常利益又は経常損失（△） △116,018 485,382 

特別利益   

固定資産売却益 123,110 － 

関係会社清算益 76,196 － 

退職給付制度終了益 42,942 － 

貸倒引当金戻入額 － 6,066 

特別利益合計 242,248 6,066 

特別損失   

減損損失 － 9,402 

投資有価証券評価損 － 196,640 

たな卸資産評価損 153,050 － 

その他 18,398 － 

特別損失合計 171,448 206,042 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△45,217 285,405 

法人税、住民税及び事業税 36,615 76,216 

法人税等調整額 △6,782 126,622 

法人税等合計 29,833 202,838 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △75,051 82,567 
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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21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,016,489 2,888,683 

売上原価 1,406,519 1,898,678 

売上総利益 609,970 990,004 

販売費及び一般管理費 889,505 924,440 

営業利益又は営業損失（△） △279,535 65,564 

営業外収益   

受取利息 375 186 

受取配当金 20,613 16,436 

保険配当金 7,878 10,948 

その他 4,638 7,297 

営業外収益合計 33,505 34,868 

営業外費用   

支払利息 19,795 17,353 

その他 7,159 9,333 

営業外費用合計 26,955 26,687 

経常利益又は経常損失（△） △272,984 73,745 

特別利益   

固定資産売却益 123,110 － 

投資有価証券評価損戻入益 130,200 － 

関係会社清算益 76,196 － 

貸倒引当金戻入額 － 261 

特別利益合計 329,506 261 

特別損失   

投資有価証券評価損 － 23,839 

事務所移転費用 14,870 － 

その他 758 － 

特別損失合計 15,628 23,839 

税金等調整前四半期純利益 40,893 50,168 

法人税、住民税及び事業税 2,801 3,705 

法人税等調整額 △55,201 37,758 

法人税等合計 △52,400 41,463 

四半期純利益 93,294 8,704 
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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21年１月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△45,217 285,405 

減価償却費 271,900 233,759 

減損損失 － 9,402 

持分法による投資損益（△は益） △470 － 

関係会社清算損益（△は益） △76,196 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,301 △6,553 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △557,459 △50,062 

賞与引当金の増減額（△は減少） △54,450 13,515 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24,800 13,025 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,450 17,050 

受取利息及び受取配当金 △24,243 △17,670 

支払利息 45,921 39,245 

投資有価証券評価損益（△は益） － 196,640 

売上債権の増減額（△は増加） 1,688,648 471,426 

たな卸資産の増減額（△は増加） 164,003 91,815 

仕入債務の増減額（△は減少） △525,429 233,842 

その他 128,088 △199,413 

小計 985,542 1,331,429 

利息及び配当金の受取額 24,716 18,659 

利息の支払額 △46,165 △40,342 

法人税等の支払額 △128,976 △101,513 

法人税等の還付額 － 45,826 

その他の支出 △61,136 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー 773,980 1,254,059 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 730,548 － 

投資有価証券の取得による支出 － △103,717 

有形固定資産の取得による支出 △562,318 △28,667 

有形固定資産の売却による収入 170,533 － 

無形固定資産の取得による支出 △35,043 △9,251 

関係会社の整理による収入 103,276 － 

その他 100,981 12,326 

投資活動によるキャッシュ・フロー 507,976 △129,309 

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） △98,279 △230,000 

長期借入金の返済による支出 △35,502 △192,602 

社債の償還による支出 △125,000 △125,000 

配当金の支払額 △204,889 △203,818 

その他 △311 △449 

財務活動によるキャッシュ・フロー △463,981 △751,869 

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,834 △1,368 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 819,810 371,511 

現金及び現金同等物の期首残高 1,895,916 2,455,301 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,715,726 2,826,812 
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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21年４月１日 至平成21年６月30日）及び当第２四半期連結会計期間（自平成22

年４月１日 至平成22年６月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年６月30日）及

び当第２四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年６月30日）において、当社グループは製品の種類、性

質、製造方法、販売市場等の類似性から判断して、同種、同系列である計測にかかわる単一の事業分野での事業活動

を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため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21年４月１日 至平成21年６月30日）及び当第２四半期連結会計期間（自平成22

年４月１日 至平成22年６月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年６月30日）及

び当第２四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年６月30日）において、本邦以外の国または地域に所在

する連結子会社及び重要な在外支店がないため、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21年４月１日 至平成21年６月30日）及び当第２四半期連結会計期間（自平成22

年４月１日 至平成22年６月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年６月30日）及

び当第２四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年６月30日）において、海外売上高は連結売上高の10％

未満のため記載を省略しております。 

  

  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】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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(1)生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 

当第２四半期連結累計期間における生産実績は、次のとおりであります。 

 
(注)１ 金額は標準販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

②受注実績 

当第２四半期連結累計期間における受注状況は、次のとおりであります。 

 
(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

③販売実績 

当第２四半期連結累計期間における販売実績は、次のとおりであります。 

 
(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

  

  

  

４. 補足情報

事業部門の名称 金額(千円) 前年同期比(％)

計測機器 6,581,812 117.3

事業部門の名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

計測機器 4,885,149 101.1 1,872,447 90.4

コンサルティング 724,414 109.9 743,639 115.3

保守・修理 435,308 107.5 8,003 81.4

合計 6,044,871 102.5 2,624,089 96.3

事業部門の名称 金額(千円) 前年同期比(％)

計測機器 5,316,373 121.5

コンサルティング 701,251 107.0

保守・修理 431,536 106.4

合計 6,449,160 118.6
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