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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 4,213 38.5 280 ― 285 ― 123 ―
23年3月期第1四半期 3,042 4.5 △91 ― △79 ― △133 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 157百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △152百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 8.14 ―
23年3月期第1四半期 △8.82 ―

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

24年3月期第1四半期 33,006 26,175 79.3 1,722.52
23年3月期 34,540 26,139 75.7 1,720.13
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  26,175百万円 23年3月期  26,139百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 8.00 8.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 8,000 10.9 △80 ― △50 ― △160 ― △10.53
通期 17,500 1.7 440 △38.2 500 △35.3 210 △76.9 13.82



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(注)詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(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条件に基づいており、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。なお、業績予想の前提となる条件およ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）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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 15,721,000 株 23年3月期 15,721,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 524,660 株 23年3月期 524,660 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 15,196,340 株 23年3月期1Q 15,196,373 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）におけるわが国経済は、一部に回復

の兆しは見られたものの、円高基調の継続や高い失業率、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況での推

移となりました。 

 このような厳しい環境のもとで、当社グループは「百年企業となる」を長期経営目標に掲げ、「危機を克服し、

新たな成長路線を築く」をスローガンとし、中期経営計画に挙げる「大胆な意識改革・構造改革を行う」、「新し

いことに積極的に挑戦し、差別化を進める」、「グローバルの視点で考え、行動する」、「ものづくり+αで新た

な価値を創出する」を進めるべく、引き続き、内外製区分の見直しや製品設計等の標準化を通じたコストダウン、

新エネルギー関連分野向けの積極的な営業活動などの施策を行ってまいりました。 

 この結果、検査計測機器事業と産業機器事業の販売が堅調に推移したこと等により、当第１四半期連結累計期間

の売上高は4,213百万円で、前年同期比1,171百万円（38.5％）の増収となりました。 

 利益面につきましては、業務プロセスの見直しによる固定費の削減等の合理化を進めたこととともに、売上高の

増加により、営業利益280百万円（前年同期は営業損失91百万円）、経常利益は285百万円（前年同期は経常損失79

百万円）、四半期純利益は123百万円（前年同期は四半期純損失133百万円）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報  

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は33,006百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,534百万円

減少いたしました。純資産合計は26,175百万円となり、前連結会計年度末と比較して36百万円増加いたしました。

この結果、自己資本比率は79.3％と前連結会計年度末と比較し3.6ポイント増加いたしました。 

 資産の部については、前連結会計年度末に対し、現金及び預金が697百万円増加する一方、受取手形及び売掛金

が2,151百万円減少したこと等により、流動資産は1,608百万円減少し、21,713百万円となりました。固定資産合計

は、主に建物及び構築物が113百万円増加したこと等により、73百万円増加し、11,293百万円となりました。 

 負債の部については、主に支払手形及び買掛金の減少等により、負債合計は1,570百万円減少し、6,830百万円と

なりました。 

 純資産の部については、主に当第１四半期連結累計期間における四半期純利益の計上及びその他有価証券評価差

額金の減少31百万円等により、純資産合計は26,175百万円となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間の業績は概ね当社予想どおり推移しており、第２四半期連結累計期間及び通期の業績

につきまして、現時点で、平成23年５月９日に公表いたしました業績予想と変更はありません。 

 なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき、当社で判断したもので

あり、実際の業績は、今後発生する様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,307,165 11,004,740

受取手形及び売掛金 7,504,254 5,352,743

有価証券 52,250 52,260

商品及び製品 467,440 508,113

仕掛品 3,463,089 3,425,065

原材料及び貯蔵品 690,284 631,792

その他 837,478 739,074

貸倒引当金 △421 △384

流動資産合計 23,321,541 21,713,405

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,351,800 1,465,703

機械装置及び運搬具（純額） 594,969 587,891

土地 4,229,739 4,248,893

その他（純額） 268,892 257,903

有形固定資産合計 6,445,402 6,560,392

無形固定資産 119,354 111,436

投資その他の資産   

投資有価証券 3,492,291 3,490,545

その他 1,384,538 1,353,059

貸倒引当金 △222,362 △222,362

投資その他の資産合計 4,654,466 4,621,241

固定資産合計 11,219,223 11,293,071

資産合計 34,540,764 33,006,476



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,674,796 2,772,785

未払法人税等 152,107 7,749

前受金 1,801,803 1,581,649

賞与引当金 450,322 168,162

役員賞与引当金 5,000 －

受注損失引当金 378,818 430,557

その他 1,209,817 1,161,347

流動負債合計 7,672,664 6,122,252

固定負債   

長期借入金 135,000 115,000

退職給付引当金 399,743 395,257

役員退職慰労引当金 147,400 149,900

その他 46,209 48,142

固定負債合計 728,353 708,299

負債合計 8,401,018 6,830,551

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,015,900 2,015,900

資本剰余金 2,355,417 2,355,417

利益剰余金 22,130,854 22,132,968

自己株式 △272,388 △272,388

株主資本合計 26,229,783 26,231,897

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △61,632 △30,243

為替換算調整勘定 △28,404 △25,728

その他の包括利益累計額合計 △90,036 △55,972

純資産合計 26,139,746 26,175,925

負債純資産合計 34,540,764 33,006,476



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 3,042,233 4,213,461

売上原価 2,619,229 3,344,010

売上総利益 423,004 869,451

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 140,604 145,225

賞与引当金繰入額 13,983 34,542

退職給付費用 9,517 11,803

貸倒引当金繰入額 599 －

役員退職慰労引当金繰入額 2,730 2,950

その他 346,684 394,444

販売費及び一般管理費合計 514,120 588,966

営業利益又は営業損失（△） △91,115 280,485

営業外収益   

受取利息 6,960 10,746

受取配当金 8,685 10,051

助成金収入 5,967 734

その他 5,240 4,093

営業外収益合計 26,853 25,625

営業外費用   

支払利息 1,229 1,025

為替差損 9,026 16,496

コミットメントフィー 2,702 2,699

その他 2,630 761

営業外費用合計 15,588 20,983

経常利益又は経常損失（△） △79,851 285,128

特別利益   

投資有価証券売却益 7,406 －

その他 － 54

特別利益合計 7,406 54

特別損失   

投資有価証券評価損 － 58,128

関係会社株式評価損 2,999 －

特別損失合計 2,999 58,128

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（△）

△75,444 227,054

法人税、住民税及び事業税 11,622 6,206

法人税等調整額 46,915 97,163

法人税等合計 58,538 103,369

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△133,982 123,684

四半期純利益又は四半期純損失（△） △133,982 123,684



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△133,982 123,684

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △21,155 31,388

為替換算調整勘定 3,005 2,675

その他の包括利益合計 △18,149 34,064

四半期包括利益 △152,132 157,749

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △152,132 157,749

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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