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

23年3月期第3四半期 32,565 △0.7 2,518 45.9 2,790 42.3 1,131 135.9
22年3月期第3四半期 32,804 △13.0 1,726 △57.1 1,960 △55.5 479 △10.3

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3四半期 30.23 27.79
22年3月期第3四半期 12.80 11.79

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3四半期 61,593 39,113 40.5 666.84
22年3月期 61,665 38,578 39.8 656.33

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  24,952百万円 22年3月期  24,562百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
23年3月期 ― 6.00 ―
23年3月期 

（予想）
6.00 12.00

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 47,000 0.5 2,700 △10.3 2,900 △12.2 1,300 18.1 34.74



(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、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おりません。 

※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。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】P.3「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「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3Q 38,550,684株 22年3月期  38,550,684株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  1,130,960株 22年3月期  1,125,886株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 37,422,344株 22年3月期3Q 37,468,326株
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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資に持ち直しが 

見られるなど一部に回復の兆しもありましたが、海外景気の下振れ懸念やデフレの影響等リス 

ク要因は解消されず、足踏み状態が続いております。 

    当社グループの経営環境は、計測制御機器事業では、主力取引先である電力会社向けの新型 

電子式電力量計の需要は未だ本格的な普及ペースに達しておりません。その他の製品も、回復 

が遅れる住宅着工戸数の影響を受け伸び悩んでおります。また、メーカー間の競合状態も依然 

として激しく、製品価格の低下が続くなど厳しい状況が継続しております。一方、ＦＰＤ（フ 

ラットパネルディスプレイ）関連装置事業におきましては、主要顧客が属するデジタル家電業 

界において一部に業績の回復が見られるものの、設備投資については全体として低迷した状況 

が続いております。 

 この様な経営環境のもと、当社グループは販売促進活動ならびに原価低減活動を推進するな 

ど売上の拡大と経営効率化に取り組み、全社をあげて業績の向上に努めてまいりました。 

 連結売上高につきましては、ＦＰＤ関連装置事業において回復の動きが出ておりますが、計 

測制御機器事業の売上高が減少したことにより前年同期比０．７％減の３２５億６千５百万円 

となりました。 

    利益面につきましては、前期赤字だったＦＰＤ関連装置事業が黒字浮上したこと等により前 

年同期の水準を大幅に上回りました。この結果、営業利益は前年同期比４５．９％増の２５億 

１千８百万円、経常利益は前年同期比４２．３％増の２７億９千万円、四半期純利益は前年同 

期比１３５．９％増の１１億３千１百万円となりました。 

 

（当社グループのセグメント別概況） 

（計測制御機器事業） 

 当事業は、電力会社向け新型電子式電力量計等の売上高は増加したものの、盤製品等の売上 

高が減少しました。利益面では、製品構成の変化ならびに販管費の減少等により増加しました。 

この結果、売上高は前年同期比３．０％減の２８９億８千万円、営業利益は前年同期比５．３％ 

増の２０億２千９百万円となりました。 

 

（ＦＰＤ関連装置事業） 

 当事業は、半導体関連装置の売上高は前年同期比微増に止まりましたが、ＦＰＤ関連装置の 

売上高は回復基調にあります。加えて、製品全般の原価低減並びに経費削減を図ったことによ 

り、大幅な収支改善となりました。この結果、売上高は前年同期比２５．３％増の３３億２千 

３百万円、営業利益は前年同期比６億７千４百万円増の３億２千６百万円となりました。 

 

（不動産事業） 

    当事業の売上高は前年同期比１．１％増の３億６千１百万円、営業利益は前年同期比１．９％ 

減の１億４千４百万円となりました。 

 

 なお、セグメント別売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高１億円を含めて表示し 

ております。 
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(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

 

①当第３四半期末の総資産、負債、純資産および自己資本比率の状況 

    総資産    ６１，５９３百万円(前期末比  ７１百万円減) 

    負債     ２２，４８０百万円( 同   ６０６百万円減) 

    純資産    ３９，１１３百万円( 同   ５３４百万円増) 

    自己資本比率   ４０．５％  ( 同  ０．７ポイント増) 

 

 当第３四半期末における総資産は、預け金が１５億７千万円、たな卸資産が１１億４千６百 

万円それぞれ増加しましたが、現金及び預金が１２億９百万円、受取手形及び売掛金が３億７ 

千８百万円、流動資産の「その他」が４億６千６百万円、投資有価証券が３億８千３百万円そ 

れぞれ減少したこと等により、前期末と比較して７千１百万円減少し、６１５億９千３百万円 

となりました。 

 負債合計は、支払手形及び買掛金が１４億５百万円、固定負債の「その他」が６億５千６百 

万円それぞれ増加しましたが、未払法人税等が７億３千２百万円、賞与引当金が５億４千２百 

万円、長・短期借入金が２億９千２百万円、流動負債の「その他」が１０億２百万円それぞれ 

減少したこと等により、前期末と比較して６億６百万円減少し、２２４億８千万円となりまし 

た。 

 純資産は、利益剰余金の増加６億８千２百万円、その他有価証券評価差額金の減少２億７千 

４百万円等により、前期末と比較して５億３千４百万円増加し、３９１億１千３百万円となり 

ました。 

 なお自己資本比率は、前期末と比較して０．７ポイント増加し、４０．５％となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

   当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前期末に 

比べ２３億６千万円増加し、１３０億９千８百万円となりました。 

 

(ｲ)営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益２６億９百万円、減価償 

却費１４億４千４百万円等の資金増加要因が、たな卸資産の増加額１１億５千２百万円、法人 

税等の支払額１３億７千７百万円等の資金減少要因を上回ったことにより１８億９千４百万円 

の資金増加となりました。 

 

(ﾛ)投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入２０億円、長期預け金の 

払戻による収入１０億円、有形固定資産の取得による支出１１億５千５百万円等により１６億 

８千７百万円の資金増加となりました。 

 

(ﾊ)財務活動によるキャッシュ・フロー 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の純減少額３億５千８百万円、少数株主 

への支払も含めた配当金の支払額８億７千３百万円等により１２億１千４百万円の資金減少と 

なりました。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績につきましては、平成 22年 10 月 29 日に公表した「業績予想の修正に関するお知 

らせ」から変更しておりません。 
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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 

 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変

化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定し

ております。 

 

②棚卸資産の評価方法 

    当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連

結会計期間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。 

また、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

却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

 

③固定資産の減価償却費の算定方法 

    固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額

を期間按分する方法によっております。 

 

④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ので、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｣等の適用 

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、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ１百万円減少し、

税金等調整前四半期純利益は１億５千６百万円減少しております。 

また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は１億５千４百万円であります。 
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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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,275 6,484 

預け金 7,823 6,253 

受取手形及び売掛金 10,138 10,517 

商品及び製品 2,499 2,008 

仕掛品 2,310 1,730 

原材料及び貯蔵品 2,103 2,027 

その他 1,573 2,039 

貸倒引当金 △76 △79 

流動資産合計 31,647 30,981 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,914 7,191 

機械装置及び運搬具（純額） 2,052 1,850 

土地 12,278 12,279 

その他（純額） 1,156 1,183 

有形固定資産合計 22,402 22,504 

無形固定資産 526 657 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,824 4,208 

前払年金費用 250 141 

その他 2,948 3,176 

貸倒引当金 △7 △5 

投資その他の資産合計 7,017 7,520 

固定資産合計 29,946 30,683 

資産合計 61,593 61,665 
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,554 3,149 

短期借入金 719 650 

未払法人税等 233 966 

賞与引当金 668 1,211 

役員賞与引当金 － 17 

製品保証引当金 31 26 

関係会社損失引当金 － 100 

その他 3,010 4,013 

流動負債合計 9,218 10,134 

固定負債   

社債 4,500 4,500 

長期借入金 1,835 2,196 

長期未払金 668 692 

退職給付引当金 1,050 912 

役員退職慰労引当金 214 198 

負ののれん 975 1,092 

その他 4,016 3,360 

固定負債合計 13,261 12,952 

負債合計 22,480 23,086 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,686 4,686 

資本剰余金 4,770 4,768 

利益剰余金 16,796 16,114 

自己株式 △504 △499 

株主資本合計 25,749 25,070 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △319 △45 

為替換算調整勘定 △476 △462 

評価・換算差額等合計 △796 △507 

新株予約権 138 74 

少数株主持分 14,022 13,941 

純資産合計 39,113 38,578 

負債純資産合計 61,593 61,665 
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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：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高 32,804 32,565 

売上原価 24,124 23,253 

売上総利益 8,680 9,311 

販売費及び一般管理費 6,953 6,792 

営業利益 1,726 2,518 

営業外収益   

受取利息 20 22 

受取配当金 86 97 

負ののれん償却額 117 117 

その他 98 117 

営業外収益合計 322 354 

営業外費用   

支払利息 47 38 

為替差損 － 19 

コミットメントフィー 12 10 

その他 27 14 

営業外費用合計 88 82 

経常利益 1,960 2,790 

特別利益   

会員権売却益 6 0 

貸倒引当金戻入額 19 0 

その他 1 － 

特別利益合計 27 1 

特別損失   

固定資産除却損 19 23 

投資有価証券評価損 56 － 

会員権評価損 5 3 

事業構造改善費用 124 － 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 154 

特別損失合計 205 181 

税金等調整前四半期純利益 1,782 2,609 

法人税、住民税及び事業税 493 685 

法人税等調整額 554 286 

法人税等合計 1,048 971 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,638 

少数株主利益 255 507 

四半期純利益 479 1,131 
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 1,782 2,609 

減価償却費 1,486 1,444 

負ののれん償却額 △117 △117 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19 △0 

賞与引当金の増減額（△は減少） △587 △542 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △37 △17 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △74 5 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1 140 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △728 16 

長期未払金の増減額（△は減少） 692 △23 

受取利息及び受取配当金 △107 △120 

支払利息 47 38 

固定資産除却損 19 23 

投資有価証券評価損益（△は益） 56 － 

会員権売却損益（△は益） △6 △0 

会員権評価損 5 3 

事業構造改善費用 124 － 

売上債権の増減額（△は増加） 1,938 367 

たな卸資産の増減額（△は増加） 57 △1,152 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,493 △27 

その他 65 536 

小計 3,101 3,184 

利息及び配当金の受取額 107 120 

利息の支払額 △43 △33 

法人税等の支払額 △618 △1,377 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,546 1,894 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △2,881 △1,155 

有形固定資産の売却による収入 14 － 

無形固定資産の取得による支出 △139 △45 

投資有価証券の取得による支出 △86 △84 

投資有価証券の売却による収入 － 6 

会員権の取得による支出 △68 △28 

長期預け金の払戻による収入 － 1,000 

定期預金の純増減額（△は増加） △2,000 2,000 

その他 72 △5 

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,088 1,687 
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（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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） 54 65 

長期借入れによる収入 700 100 

長期借入金の返済による支出 △979 △458 

配当金の支払額 △487 △449 

少数株主への配当金の支払額 △435 △423 

その他 △36 △48 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,184 △1,214 

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 △6 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,724 2,360 

現金及び現金同等物の期首残高 12,034 10,738 

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,309 13,098 
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(4)継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5)セグメント情報

（追加情報）

① 報告セグメントの概要

　各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類は以下のとおりであります。

報告セグメント

 計測制御機器事業

 ＦＰＤ関連装置事業

 不動産事業

② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日） （単位：百万円）

売上高

　外部顧客への売上高 28,963 3,323 277 32,565 － 32,565

　セグメント間の内部売上高又は振替高 16 － 83 100 (100) － 

28,980 3,323 361 32,665 (100) 32,565

2,029 326 144 2,500 18 2,518

（注）セグメント利益の調整額は、貸倒引当金繰入額の調整額であります。

③ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

(6)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

　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。

調整額
（注）

四半期連結
損益計算書

計上額

報告セグメント

 LCD実装装置、PDP実装装置、ICカード実装装置

 不動産の賃貸

主要製品及びサービス

計
計測制御
機器事業

FPD関連
装置事業

 電力量計、電流制限器、計器用変成器、配・分電盤、監視制御装置、
 タイムスイッチ、光通信関連機器、検針システム

セグメント利益(営業利益)

計

　当社の報告セグメントは、当社及び子会社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、取締役会が
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。
　当社は、当社及び子会社の構成単位に分離された財務情報に基づき、製品・サービス別に区分した事業単位につ
いて、国内及び海外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、当社は製品・サービス
別のセグメントから構成されており、｢計測制御機器事業」、「ＦＰＤ関連装置事業」及び「不動産事業」の３つ
を報告セグメントとしております。

不動産
事業
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