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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 9,872 21.1 1,516 138.4 1,516 110.5 979 55.6
22年3月期第2四半期 8,152 △28.5 636 △62.2 720 △61.3 629 △45.6

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2四半期 42.20 ―

22年3月期第2四半期 27.12 ―

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2四半期 30,957 23,209 75.0 999.55
22年3月期 29,950 22,588 75.4 972.73

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  23,209百万円 22年3月期  22,588百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 8.50 ― 8.50 17.00
23年3月期 ― 8.50

23年3月期 
（予想）

― 8.50 17.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 19,730 14.0 2,890 67.8 2,960 48.8 1,730 25.7 74.50



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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） 

※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ます。なお、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連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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については、
四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

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

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） 23年3月期2Q 23,661,000株 22年3月期  23,661,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  440,841株 22年3月期  439,035株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 23,220,349株 22年3月期2Q 23,223,976株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  3

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  3

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  3

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  6

（第２四半期連結累計期間） ………………………………………………………………………………………  6

（第２四半期連結会計期間） ………………………………………………………………………………………  7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  8

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  10

（５）セグメント情報 ……………………………………………………………………………………………………  10

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  10

理研計器㈱　（7734）　平成23年３月期　第２四半期決算短信

-1-



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アジア圏を中心とした輸出の増加や生産の持ち直し等によ

り、企業収益は緩やかに改善されつつあるものの、急激な円高・株価低迷の影響が広がり、依然として先行き不透

明な状況で推移しました。 

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、回復基調となった主要顧客の設備投資に支えら

れ、需要が好調に推移しました。 

このような環境の下、当社グループも当第２四半期連結累計期間の連結売上高は９８億７千２百万円（前年同四

半期連結累計期間比２１．１％増）、連結営業利益は１５億１千６百万円（前年同四半期連結累計期間比１３８．

４％増）、連結経常利益は１５億１千６百万円（前年同四半期連結累計期間比１１０．５％増）、連結四半期純利

益は９億７千９百万円（前年同四半期連結累計期間比５５．６％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 財政状態の分析  

当第２四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１０億７百万円増加し、３０

９億５千７百万円（前連結会計年度末比３．４％増）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１３億３千５百万円増加し、２０４億４千２百万円となりました。これは主に、売上債権の増加やたな

卸資産の増加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３億２千８百万円減

少し、１０５億１千５百万円となりました。これは主に、保有株式の株価の値下がりにより投資有価証券の含み益

が減少したことによるものであります。  

当第２四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３億８千６百万円増加し、７

７億４千７百万円（前連結会計年度末比５．２％増）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９億４百万円増加し、５７億２千１百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が３億６千

６百万円増加したこと及び未払法人税等が３億８千４百万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５億１千８百万円減少し、２０億２千５百万円となりました。これは主

に、固定負債のその他に含まれる長期未払金が１億７百万円減少したこと及び長期借入金が２億円減少したことに

よるものであります。 

当第２四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６億２千万円増加し、２３

２億９百万円（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２四半期連結累計期間の純利益

９億７千９百万円の計上による一方、その他有価証券評価差額金が１億３千２百万円減少したことによるものであ

ります。 

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（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比

較して６億２千９百万円増加し、８１億１千３百万円となりました。 

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） 

営業活動の結果獲得した資金は、１０億７千万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益１５

億３百万円を計上、減価償却費２億８千７百万円を計上、仕入債務が３億６千８百万円増加した一方、売上債権

が３億９千万円の増加、たな卸資産が４億９千７百万円増加、法人税等の支払額が２億４百万円であったことに

よるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果獲得した資金は、８千６百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻による４億１千４

百万円の収入の一方、定期預金の預入による１億５千７百万円の支出、有形固定資産の取得による８千９百万円

の支出、無形固定資産の取得による８千万円の支出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、３億５千４百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による２億

１千３百万円の支出、期末配当金の支払額が１億９千７百万円であったことによるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成22年５月14日に公表しました内容から変更しています。詳細につきまして

は、平成22年11月８日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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 

（簡便な会計処理） 

固定資産の減価償却費の算定方法 

 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しておりま

す。  

  

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あたり適用した特有の会計処理） 

該当事項はありません。  

  

（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 

 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。 

 これにより、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額は軽微であります。 

  

「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）

を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 これにより、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響額はありません。  

  

２．その他の情報
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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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,836,100 7,464,309

受取手形及び売掛金 7,766,313 7,381,622

有価証券 600,484 600,263

商品及び製品 1,678,637 1,291,472

仕掛品 1,111,657 1,069,355

原材料及び貯蔵品 623,471 556,505

その他 836,785 750,669

貸倒引当金 △11,383 △7,957

流動資産合計 20,442,067 19,106,240

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,285,800 2,355,167

機械装置及び運搬具（純額） 165,925 191,114

土地 4,120,135 4,120,820

建設仮勘定 131,601 139,803

その他（純額） 470,738 498,342

有形固定資産合計 7,174,201 7,305,248

無形固定資産 542,523 488,104

投資その他の資産   

投資有価証券 2,111,184 2,312,119

その他 737,846 785,535

貸倒引当金 △50,663 △47,194

投資その他の資産合計 2,798,366 3,050,459

固定資産合計 10,515,091 10,843,813

資産合計 30,957,159 29,950,053
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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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,315,432 1,948,592

短期借入金 1,060,855 974,325

未払法人税等 640,465 256,370

賞与引当金 486,526 375,535

製品保証引当金 96,046 96,046

受注損失引当金 25,263 20,655

その他 1,097,042 1,145,677

流動負債合計 5,721,630 4,817,201

固定負債   

社債 400,000 400,000

長期借入金 745,085 945,145

退職給付引当金 166,719 268,885

負ののれん 38,818 46,582

その他 675,214 883,427

固定負債合計 2,025,837 2,544,041

負債合計 7,747,468 7,361,242

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 17,904,276 17,122,121

自己株式 △255,150 △254,208

株主資本合計 23,040,845 22,259,632

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 304,087 436,584

為替換算調整勘定 △135,242 △107,406

評価・換算差額等合計 168,845 329,178

純資産合計 23,209,690 22,588,810

負債純資産合計 30,957,159 29,950,053
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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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 8,152,661 9,872,813

売上原価 4,944,155 5,654,706

売上総利益 3,208,505 4,218,107

販売費及び一般管理費 2,572,274 2,701,410

営業利益 636,231 1,516,697

営業外収益   

受取利息 4,335 3,692

受取配当金 18,894 22,380

負ののれん償却額 7,763 7,763

持分法による投資利益 26,222 50,233

受取保険金及び配当金 96,493 13,756

雑収入 46,461 36,507

営業外収益合計 200,170 134,334

営業外費用   

支払利息 28,827 26,060

為替差損 72,964 103,867

雑損失 14,392 4,852

営業外費用合計 116,184 134,780

経常利益 720,217 1,516,251

特別利益   

固定資産売却益 293,476 71

役員退職慰労引当金戻入額 2,500 －

貸倒引当金戻入額 353 2,778

特別利益合計 296,330 2,850

特別損失   

固定資産売却損 － 105

固定資産除却損 1,710 2,528

貸倒引当金繰入額 － 1,450

投資有価証券評価損 － 9,999

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,468

特別損失合計 1,710 15,552

税金等調整前四半期純利益 1,014,837 1,503,549

法人税、住民税及び事業税 259,242 592,155

法人税等調整額 125,823 △68,452

法人税等合計 385,066 523,703

少数株主損益調整前四半期純利益 － 979,845

四半期純利益 629,770 979,845
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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７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 3,966,667 5,164,460

売上原価 2,392,700 2,920,588

売上総利益 1,573,966 2,243,872

販売費及び一般管理費 1,250,233 1,391,640

営業利益 323,733 852,232

営業外収益   

受取利息 2,292 1,478

受取配当金 355 467

負ののれん償却額 3,881 3,881

持分法による投資利益 11,693 26,090

受取保険金及び配当金 83,695 12,947

雑収入 35,387 19,921

営業外収益合計 137,305 64,786

営業外費用   

支払利息 14,489 13,435

為替差損 60,376 52,145

雑損失 13,570 4,679

営業外費用合計 88,436 70,260

経常利益 372,602 846,758

特別利益   

固定資産売却益 － 71

貸倒引当金戻入額 653 986

特別利益合計 653 1,058

特別損失   

固定資産除却損 1,664 1,576

貸倒引当金繰入額 350 500

投資有価証券評価損 － 9,999

特別損失合計 2,014 12,076

税金等調整前四半期純利益 371,240 835,740

法人税、住民税及び事業税 △14,415 246,775

法人税等調整額 177,057 46,876

法人税等合計 162,641 293,651

少数株主損益調整前四半期純利益 － 542,088

四半期純利益 208,599 542,088
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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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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利益 1,014,837 1,503,549

減価償却費 305,885 287,997

負ののれん償却額 △7,763 △7,763

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,028 6,936

賞与引当金の増減額（△は減少） △70,252 110,990

製品保証引当金の増減額（△は減少） △49,658 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △52,501 △102,166

受注損失引当金の増減額（△は減少） 3,018 4,608

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △328,228 －

受取利息及び受取配当金 △23,229 △26,073

受取保険金 △96,493 △13,756

支払利息 28,827 26,060

為替差損益（△は益） 81,089 179,427

持分法による投資損益（△は益） △26,222 △50,233

固定資産売却損益（△は益） △293,476 33

固定資産除却損 1,710 2,528

投資有価証券評価損益（△は益） － 9,999

売上債権の増減額（△は増加） 1,800,537 △390,860

たな卸資産の増減額（△は増加） 806,144 △497,057

仕入債務の増減額（△は減少） △959,723 368,928

未払消費税等の増減額（△は減少） △38,421 △4,769

その他 67,253 △170,897

小計 2,173,359 1,237,482

利息及び配当金の受取額 23,226 26,067

利息の支払額 △28,657 △26,035

保険金の受取額 195,851 37,879

法人税等の支払額 △374,484 △204,871

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,989,295 1,070,522
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30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 △419,842 △157,316

定期預金の払戻による収入 176,953 414,442

有形固定資産の取得による支出 △205,813 △89,425

有形固定資産の売却による収入 455,459 1,499

無形固定資産の取得による支出 △185,248 △80,693

投資有価証券の取得による支出 △2,309 △2,488

関係会社株式の売却による収入 0 －

貸付金の回収による収入 380 280

投資活動によるキャッシュ・フロー △180,420 86,297

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） － 100,000

長期借入金の返済による支出 △210,250 △213,530

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △32,751 △42,960

自己株式の純増減額（△は増加） △191 △187

配当金の支払額 △267,223 △197,405

財務活動によるキャッシュ・フロー △510,415 △354,083

現金及び現金同等物に係る換算差額 △70,762 △188,597

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,227,696 614,138

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 15,000

現金及び現金同等物の期首残高 5,065,482 7,484,364

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,293,179 8,113,502
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該当事項はありません。  

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第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） 

当社グループは、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

メントの売上高及び営業利益の金額は、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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第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） 

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。 

  

〔海外売上高〕 

 前第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） 

 （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 

  

〔セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

 当社グループの事業は、ガス検知警報機器の製造・販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるた

め、記載を省略しております。 

  

（追加情報）  

 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。 

  

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

  
  

アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  590,888  326,823  174,909  45,030  1,137,651

Ⅱ 連結売上高（千円）         8,152,661 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 7.3  4.0  2.1  0.6  14.0

（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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