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（百万円未満切捨て） 

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４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 ％

23年３月期第１四半期 11,979 29.9 238 － 198 － 159 －
22年３月期第１四半期 9,218 △41.4 △484 － △465 － △300 －
 

 
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

23年３月期第１四半期 20.33 －
22年３月期第１四半期 △38.26 －
 
(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

23年３月期第１四半期 28,055 5,947 21.0 750.24
22年３月期 28,851 5,914 20.3 746.39
（参考）自己資本  23年３月期第１四半期 5,889百万円 22年３月期 5,859百万円 

 
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

22年３月期 － 5.00 － 5.00 10.00
23年３月期 －  
23年３月期(予想)  5.00 5.00 10.00
（注）当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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

第２四半期 
(累計) 

27,000 26.3 330 － 280 － 240 － 30.57

通     期 57,000 9.6 630 － 550 － 450 － 57.33
（注）当四半期における業績予想の修正有無 ：有 

 



 

４．その他 （詳細は、【添付資料】P.４「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  、除外－社 
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を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、表示方法等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) 23年３月期１Ｑ 7,879,005株 22年３月期 7,879,005株
② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 29,208株 22年３月期 29,099株
③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期１Ｑ 7,849,839株 22年３月期１Ｑ 7,850,257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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。 

 

※ 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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等に

ついては、四半期決算短信（添付資料）３ページ「(3) 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧

ください。 
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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 

当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、アジアを中心とした新興国の景気回復、国

内での景気対策効果、輸出の回復等により景気回復の動きが見られましたが、欧州諸国の財政危

機を発端とする円高、株安等の影響から、依然として先行きの不透明感が続いております。 
一方、当社グループが属する電子計測器、電源機器等の業界におきましても、主要ユーザーで

ある電機・自動車業界において、東アジアでの景気回復に対応して、これまで抑制されていた設

備投資にやや緩和の兆しがみられ、環境・エネルギー関連を中心とした市場において改善の動き

が見られました。 
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て、環境・エネ

ルギー関連市場を中心に積極的な営業活動の推進に努めました。 

その結果、受注の確保がほぼ計画通りに進行していることに加え、個別での粗利益率が改善し

ており、また前期から取り組んでいる経費削減効果により、当初の予想を上回る営業利益を確保

することができました。さらに、東アジアでの景気回復を受けた海外子会社の業績が想定以上に

順調に推移いたしました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は11,979百万円（前年同四半期比29.9%増）、

営業利益は238百万円（前年同四半期は484百万円の営業損失）、経常利益は198百万円（前年同

四半期は465百万円の経常損失）、四半期純利益は159百万円（前年同四半期は300百万円の四半

期純損失）となり、対前年同期比で大幅に改善いたしました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

(資産) 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比796百万円減少し、28,055百万

円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、648百万円減少し、24,647百万円となりました。現

金及び預金が805百万円減少、受取手形及び売掛金が420百万円減少したこと、商品及び製品が

394百万円増加、連結貸借対照表上はその他に含めております前渡金が151百万円増加したこと等

によるものです。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて、147百万円減少し、3,408百万円となりました。投資

有価証券が95百万円減少、ソフトウエアが償却により14百万円減少、差入保証金が34百万円減少

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、993百万円減少し、20,763百万円となりました。支

払手形及び買掛金が3,072百万円減少、未払法人税等が44百万円減少、連結貸借対照表上はその

他に含まれております未払費用が216百万円減少、短期借入金が2,318百万円増加したこと等によ

るものです。短期借入金の増加は、固定負債から流動負債へ振替をした１年内返済予定長期借入

金の増加168百万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、163百万円増加し、1,344百万円となりました。長期

借入金が163百万円増加し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、32百万円増加し、5,947百万円となりました。四半期

純利益の計上等により利益剰余金が120百万円増加し、その他有価証券評価差額金が74百万円減

少、為替換算調整勘定が16百万円減少したこと等によるものです。 

 

(キャッシュ・フローの状況) 

当第１四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、

809百万円減少し、2,596百万円となりました。当第１四半期連結会計期間末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。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、3,215百万円の支

出（前年同期は1,143百万円の収入）となりました。これは、仕入債務の減少額3,127百万円、た

な卸資産の増加額401百万円、その他の資産の増加額141百万円、その他の負債の減少額208百万

円等による資金の減少が、税金等調整前四半期純利益175百万円の計上、売上債権の減少額445百

万円等による資金の増加を上回ったことによります。 

 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

当第１四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、13百万円の支出

（前年同期は127百万円の支出）となりました。これは、有形固定資産の取得による支出12百万

円等により資金が減少したことによります。 

 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

当第１四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、2,448百万円の収

入（前年同期は1,359百万円の支出）となりました。これは、短期借入金の増加2,150百万円、長

期借入れによる収入500百万円による資金の増加が、長期借入金の返済による支出168百万円、配

当金32百万円の支払等の資金の減少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23年３月期第２四半期連結累計期間および通期の業績予想につきましては、平成22年５月

14日に「平成22年３月期決算短信」にて公表いたしました業績予想を上方修正しております。 

詳細につきましては、本日別途開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照願います。 
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２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出については、実地棚卸を省略し、前連結会計年

度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 

平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第21号 平成20年３月31日）を適用しております。 

この変更に伴い営業利益及び経常利益がそれぞれ１百万円減少し、税金等調整前四半期純利

益が26百万円減少しております。 

 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
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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１四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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,621,687 3,427,190

受取手形及び売掛金 19,793,966 20,214,447

商品及び製品 1,545,438 1,150,594

仕掛品 12,814 9,628

原材料及び貯蔵品 51,775 45,061

未収消費税等 19,902 －

その他 618,255 467,785

貸倒引当金 △16,552 △18,731

流動資産合計 24,647,288 25,295,977

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 809,403 807,294

減価償却累計額 △339,124 △332,786

建物及び構築物（純額） 470,278 474,508

車両運搬具 108,416 103,509

減価償却累計額 △68,839 △66,413

車両運搬具（純額） 39,576 37,096

工具、器具及び備品 652,377 641,598

減価償却累計額 △450,156 △432,572

工具、器具及び備品（純額） 202,221 209,026

土地 999,513 999,513

リース資産 6,172 3,028

減価償却累計額 △2,569 △1,160

リース資産（純額） 3,602 1,867

有形固定資産合計 1,715,191 1,722,011

無形固定資産   

のれん 37,358 40,992

その他 173,287 187,755

無形固定資産合計 210,645 228,748

投資その他の資産   

投資有価証券 771,227 867,141

長期貸付金 82,949 89,850

その他 814,153 850,195

貸倒引当金 △171,049 △187,102

投資損失引当金 △14,980 △14,980

投資その他の資産合計 1,482,300 1,605,104

固定資産合計 3,408,137 3,555,864

資産合計 28,055,426 28,851,841
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(単位：千円)

当第１四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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,875,806 11,948,201

短期借入金 11,067,180 8,749,180

1年内償還予定の社債 500,000 500,000

未払法人税等 23,986 68,978

その他 296,518 490,164

流動負債合計 20,763,491 21,756,524

固定負債   

長期借入金 1,318,650 1,155,445

リース債務 3,736 2,006

その他 22,292 23,272

固定負債合計 1,344,679 1,180,724

負債合計 22,108,170 22,937,248

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 3,690,585 3,570,220

自己株式 △26,402 △26,361

株主資本合計 6,156,353 6,036,029

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △129,998 △55,882

為替換算調整勘定 △137,110 △121,029

評価・換算差額等合計 △267,108 △176,912

少数株主持分 58,010 55,476

純資産合計 5,947,255 5,914,593

負債純資産合計 28,055,426 28,851,841
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 9,218,385 11,979,031

売上原価 8,315,793 10,648,644

売上総利益 902,591 1,330,387

販売費及び一般管理費 1,386,905 1,092,291

営業利益又は営業損失（△） △484,314 238,095

営業外収益   

受取利息 1,125 11,432

受取配当金 7,616 3,144

仕入割引 16,987 19,398

為替差益 13,046 －

受取地代家賃 320 271

還付消費税等 － 15,115

その他 12,730 15,737

営業外収益合計 51,827 65,100

営業外費用   

支払利息 28,213 32,238

為替差損 － 68,603

その他 4,689 3,678

営業外費用合計 32,902 104,520

経常利益又は経常損失（△） △465,390 198,675

特別利益   

固定資産売却益 332 13

投資有価証券売却益 15,050 －

貸倒引当金戻入額 － 1,083

特別利益合計 15,382 1,096

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 24,370

特別損失合計 － 24,370

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（△）

△450,007 175,402

法人税等 △142,504 10,849

少数株主損益調整前四半期純利益 － 164,553

少数株主利益又は少数株主損失（△） △7,170 4,938

四半期純利益又は四半期純損失（△） △300,332 159,614
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４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（△）

△450,007 175,402

減価償却費 41,452 40,634

のれん償却額 8,194 3,634

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,013 △18,233

受取利息及び受取配当金 △8,742 △14,577

支払利息 28,213 32,238

為替差損益（△は益） △5,696 67,208

有形固定資産売却損益（△は益） △332 △13

投資有価証券売却損益（△は益） △15,050 －

売上債権の増減額（△は増加） 5,755,202 445,003

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,509 △401,311

仕入債務の増減額（△は減少） △3,948,389 △3,127,519

未払又は未収消費税等の増減額 △90,618 △15,567

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 24,370

その他の資産の増減額（△は増加） 32,005 △141,506

その他の負債の増減額（△は減少） △124,532 △208,384

小計 1,220,205 △3,138,620

利息及び配当金の受取額 8,742 4,737

利息の支払額 △28,213 △32,238

法人税等の支払額 △57,501 △49,177

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,143,231 △3,215,299

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 △18,722 △3,450

定期預金の払戻による収入 3,682 －

有形固定資産の取得による支出 △5,115 △12,514

有形固定資産の売却による収入 29,209 571

投資有価証券の取得による支出 △227,888 △4,379

投資有価証券の売却による収入 78,000 －

貸付けによる支出 △2,800 －

貸付金の回収による収入 6,256 7,074

その他 9,416 △426

投資活動によるキャッシュ・フロー △127,963 △13,125

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） △1,102,000 2,150,000

長期借入れによる収入 － 500,000

長期借入金の返済による支出 △209,620 △168,795

リース債務の返済による支出 △151 △313

自己株式の取得による支出 △6 △40

配当金の支払額 △48,191 △32,071

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,359,969 2,448,779

現金及び現金同等物に係る換算差額 38,404 △29,530

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △306,296 △809,176

現金及び現金同等物の期首残高 3,577,958 3,405,711

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,271,662 2,596,535
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６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】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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。 

 

【セグメント情報】 

 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第

17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

 

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手

可能であり、経営会議で、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行

う対象となっているものであります。 

当社グループは主として、電子計測器の販売及び修理、校正等を行っており、国内においては

当社及び子会社が、中国においては電計貿易(上海)有限公司、その他アジア地域においてはその

他の現地法人が、それぞれ担当しております。 

現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取扱う商品について各地域の包括的な戦略を立

案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社グループは、販売及び修理、校正等のサービス体制を基礎とした地域別のセ

グメントから構成されており、「日本」「中国」東南アジア等の「その他」の３つを報告セグメ

ントとしております。 
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２．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

 

当第１四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日） 

 
 （単位：千円） 

報告セグメント 
 

日本 中国 その他 
合計 

売上高  

  外部顧客への売上高 10,965,328 595,815 417,887 11,979,031

  セグメント間の内部売上高
又は振替高 

665,332 48,869 10,573 724,775

計 11,630,661 644,684 428,460 12,703,806

セグメント利益 371,803 23,558 4,531 399,892

(注) １ 報告セグメントにおける国又は地域は、販売元を基準としているため、日本から海外取引先への売上高

については、上記のセグメント区分「日本」に含まれております。 

２ 「その他」の区分に属する主な国又は地域 

  その他・・・タイ、シンガポール、ベトナム、マレーシア、韓国、台湾 

 

３．報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

 
 （単位：千円） 

利  益 金  額 

報告セグメント計 399,892

セグメント間取引消去 △664

棚卸資産の調整額 △1,090

全社費用(注) △160,042

四半期連結損益計算書の営業利益 238,095

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

 

(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１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

 該当事項はありません。 
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４．補足情報 

 

受注の状況 

 

連 結  

売上高 受注高 確定受注残高 

23年３月期第１四半期(千円) 11,979,031 14,698,909  8,291,841

22年３月期第１四半期(千円) 9,218,385 11,631,370  6,650,981

増減額(千円) 2,760,646 3,067,539  1,640,860

増減率（％） 29.9 26.4  24.7

22年３月期(千円) 51,990,492 53,324,459  5,571,962

※平成22年６月末現在、上記の確定受注残高とは別に、推定金額432,943千円の価格未確定受注残高があり、確定受

注残高8,291,841千円との合計は、8,724,784千円となります。また、前期の第１四半期では、この価格未確定受

注残高は、238,498千円であり、確定受注残高6,650,981千円との合計は、6,889,480千円でしたので、対前年同期

比で1,835,304千円増加しております。 

 （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 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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