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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 2,864 6.4 100 5.6 100 13.8 341 437.2
23年3月期第2四半期 2,692 7.7 95 ― 88 ― 63 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 338百万円 （437.4％） 23年3月期第2四半期 63百万円 （―％）

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2四半期 2.85 2.70
23年3月期第2四半期 0.45 ―

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2四半期 9,143 4,870 53.3 40.13
23年3月期 9,166 4,532 49.4 37.31
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  4,870百万円 23年3月期  4,532百万円

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

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 10,400 29.4 1,440 79.5 1,420 82.4 1,650 53.3 14.03



(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  ：  有  
(注) 詳細は添付資料４ページ「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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。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「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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
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2Q 116,269,350 株 23年3月期 116,269,350 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 231,785 株 23年3月期 229,448 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 116,038,823 株 23年3月期2Q 116,042,637 株
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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、東日本大震災の影響による生産活動の落ち込みか

ら確実に立ち直りつつありますが、急速な円高の進行による企業収益の悪化も懸念されており、景気は

回復の兆しをみせているものの、依然として先行き不透明な状態が続いています。 

このような状況下、当社グループは防災や減災の一端を担う会社として、政府や自治体と連携しなが

ら、津波観測施設の更新や計測震度計の機能強化など被災地域の復旧・復興作業に全力で取り組んでき

ました。また、第１四半期でも触れましたが、今年度は当社の次なる成長を目指し、企業理念の改定や

中期の経営目標を設定すると同時に、単なる機器メーカからソリューションプロバイダーへ脱皮しつ

つ、新しい顧客の獲得や新規市場の開拓に取り組んでおります。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同期比172百万円（6.4％）増加し、2,864百

万円となりました。売上高増加に伴い損益面でも各利益額を増加させる結果となり、営業利益は前年同

期に比べ5百万円増加し100百万円となり、経常利益は前年同期に比べ12百万円増加し100百万円となり

ました。また、四半期純利益は前年同期に比べ278百万円増加し341百万円となって大幅な増加となって

おりますが、業績予想に基づく課税所得の見込み額の確実性及び繰延税金資産の回収可能性が高まった

ことを受け、繰延税金資産の計上額を積み増した結果であります。 

 なお、当社グループの売上高および利益の計上には季節的変動があり、第４四半期連結会計期間に偏

る傾向があります。詳しくは(3)連結業績予想に関する定性的情報をご参照下さい。 

  

当第２半期連結会計期間末における総資産は、9,143百万円となり、前連結会計年度末に比べ23百万

円減少（0.3％減少）しました。このうち流動資産における主な増減は、現金及び預金の増加243百万

円、仕掛品の増加437百万円、受取手形及び売掛金の減少1,012百万円等であり、固定資産における主な

増減は有形固定資産の減少54百万円です。 

負債は前連結会計年度末に比べ361百万円減少（7.8％減少）し4,272百万円となりました。このうち

流動負債における主な増減は、支払手形及び買掛金の減少150百万円、賞与引当金の減少43百万円であ

り、固定負債における主な増減は退職給付引当金の増加44百万円です。 

純資産は、主として四半期純利益341百万円の計上による株主資本合計の増加により、前連結会計年

度末に比べ338百万円増加（7.5％増加）し4,870百万円となりました。 

  

１．当四半期決算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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平成23年7月28日に公表いたしました平成24年３月期の連結業績予想に比べ、当第２四半期連結累計

期間の売上高は、通期予想に対しては27.5％の進捗であり、平均的な進捗率に比べますと大きく乖離し

ております。これは、官公庁への納入割合が大きく納期が年度末に偏ることから、第４四半期連結会計

期間に売上が集中する傾向が顕著であり、グループの売上高および利益の計上には著しい季節的変動が

あるためです。従って、ここまでの進捗率の乖離による業績への影響に問題はなく、予定通りに推移し

ております。 

 なお、連結経営成績に関する定性的情報にも記載の通り、従来の業績予想に対して順調に推移してい

る状況を踏まえ、この業績予想に基づく課税所得の見込み額の確実性及び繰延税金資産の回収可能性が

高まったことを受け、繰延税金資産を249百万円積み増した結果、当期純利益が増加する予定となりま

したので、業績の見通しを修正いたします。 

 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って異なる可能性があ

ります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前

四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

  

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

○税金費用の計算
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 866,380 1,109,839

受取手形及び売掛金 3,736,394 2,723,972

製品 44,704 140,261

仕掛品 444,246 881,778

原材料及び貯蔵品 458,947 431,920

繰延税金資産 328,449 577,798

その他 30,533 70,971

貸倒引当金 △2,926 －

流動資産合計 5,906,729 5,936,541

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 238,819 236,951

機械装置及び運搬具（純額） 200,644 171,474

土地 2,553,168 2,551,803

リース資産（純額） 77,815 63,167

建設仮勘定 4,970 4,811

その他（純額） 137,647 129,931

有形固定資産合計 3,213,066 3,158,139

無形固定資産   

リース資産 2,333 1,983

その他 3,709 6,420

無形固定資産合計 6,042 8,403

投資その他の資産   

投資有価証券 700 700

長期貸付金 3,282 2,822

その他 61,325 61,086

貸倒引当金 △24,270 △23,992

投資その他の資産合計 41,038 40,617

固定資産合計 3,260,147 3,207,160

資産合計 9,166,877 9,143,702
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,593,672 1,443,097

未払金 89,454 90,415

リース債務 29,150 27,992

未払法人税等 26,552 19,539

未払消費税等 86,827 25,056

製品保証引当金 128,810 135,756

賞与引当金 236,049 192,273

その他 178,870 43,512

流動負債合計 2,369,388 1,977,644

固定負債   

リース債務 50,999 37,158

退職給付引当金 1,217,070 1,261,333

環境対策引当金 16,870 16,870

再評価に係る繰延税金負債 980,460 979,904

固定負債合計 2,265,399 2,295,266

負債合計 4,634,787 4,272,910

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,411,898 2,996,530

利益剰余金 △2,279,450 478,368

自己株式 △28,749 △28,966

株主資本合計 3,103,699 3,445,932

その他の包括利益累計額   

繰延ヘッジ損益 △734 △3,456

土地再評価差額金 1,429,124 1,428,314

その他の包括利益累計額合計 1,428,390 1,424,858

純資産合計 4,532,089 4,870,791

負債純資産合計 9,166,877 9,143,702
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（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 2,692,007 2,864,964

売上原価 2,009,196 2,171,678

売上総利益 682,811 693,286

販売費及び一般管理費   

役員報酬 51,365 49,529

従業員給料及び手当 252,126 235,864

賞与引当金繰入額 48,900 58,225

退職給付費用 37,837 20,557

賃借料 41,589 45,748

製品保証引当金繰入額 33,773 52,972

貸倒引当金繰入額 265 1,930

その他 121,509 127,512

販売費及び一般管理費合計 587,368 592,341

営業利益 95,442 100,945

営業外収益   

受取利息 232 187

受取賃貸料 13,416 13,846

その他 1,482 4,154

営業外収益合計 15,131 18,188

営業外費用   

支払利息 5,005 2,483

売上債権売却損 3,295 58

株式管理費用 4,921 5,017

為替差損 231 6

その他 8,637 10,841

営業外費用合計 22,090 18,407

経常利益 88,483 100,725

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,215 －

特別利益合計 1,215 －

特別損失   

減損損失 2,667 1,365

環境対策引当金繰入額 16,870 －

特別損失合計 19,537 1,365

税金等調整前四半期純利益 70,161 99,359

法人税、住民税及び事業税 6,558 △242,281

法人税等合計 6,558 △242,281

少数株主損益調整前四半期純利益 63,602 341,640

四半期純利益 63,602 341,640
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 63,602 341,640

その他の包括利益   

繰延ヘッジ損益 △541 △2,721

その他の包括利益合計 △541 △2,721

四半期包括利益 63,061 338,919

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 63,061 338,919

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

該当事項はありません。 

当社グループは、通信、電子、電気計測、情報処理等の機器・装置を製造販売する環境計測システム

メーカーとして単一の事業を営んでおり、社内におけるマネジメントにおいても全体を一つの事業とし

ております。従いまして、報告セグメントは単一でありますので以下に関連情報につき記載いたしま

す。 

①製品及びサービスに関する情報 

 前第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） 

 
 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

 

②地域に関する情報 

 前第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） 

 
  （注）有形固定資産はすべて国内に所在しており、海外に所在するものはありません。 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

 
  （注）有形固定資産はすべて国内に所在しており、海外に所在するものはありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

製品機種区分 売上高（千円） 構成比（％）

気象防災分野 760,043 28.2

環境計測分野 380,604 14.1

特機分野 305,551 11.4

宇宙機器分野 525,682 19.5

制御システム分野 171,806 6.4

情報通信分野 548,319 20.4

合計 2,692,007 100.0

製品機種区分 売上高（千円） 構成比（％）

気象防災分野 1,530,809 53.4

環境計測分野 466,869 16.3

特機分野 211,413 7.4

宇宙機器分野 294,269 10.3

制御システム分野 144,804 5.0

情報通信分野 216,800 7.6

合計 2,864,964 100.0

売上高（千円） 構成比（％）

国内の外部顧客への売上高 2,518,899 93.6

海外の外部顧客への売上高 173,108 6.4

合計 2,692,007 100.0

売上高（千円） 構成比（％）

国内の外部顧客への売上高 2,754,172 96.1

海外の外部顧客への売上高 110,792 3.9

合計 2,864,964 100.0
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③主要な顧客に関する情報 

 前第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） 

 
 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

 

当社は第98回定時株主総会による承認により、平成23年８月２日付で資本金を減少し、同額を資本剰

余金に振り替えております。また、同日に振替後の資本剰余金をもって繰越利益剰余金を増加させ同額

分の欠損填補を行っております。 

（単位：千円） 

 
  

  

主要な顧客の名称 売上高（千円） 主要な製品機種区分

日本電気株式会社 445,308 環境計測分野

独立行政法人宇宙航空研究開発機構 312,404 宇宙機器分野

主要な顧客の名称 売上高（千円） 主要な製品機種区分

気象庁 1,267,507 気象防災分野

応用地質株式会社 213,099 気象防災分野

独立行政法人宇宙航空研究開発機構 157,781 宇宙機器分野

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 5,411,898 ― △2,279,450 △28,749 3,103,699

当第２四半期連結会計期
間末までの変動額

 資本金の減少 △2,415,368 2,415,368 ― ― ―

  欠損填補 △2,415,368 2,415,368 ― ―

 自己株式の取得 ― ― ― △217 △217

 再評価差額金取崩額 ― ― 809 ― 809

  四半期純利益 ― ― 341,640 ― 341,640

当第２四半期連結会計期
間末までの変動額合計

△2,415,368 ― 2,757,817 △217 342,232

当第２四半期連結会計期
間末残高

2,996,530 ― 478,368 △28,966 3,445,932
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当第２四半期連結累計期間における生産実績は、次のとおりです。 

 
（注）１．金額は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。 

当第２四半期連結累計期間における受注実績は、次のとおりです。 

 

当第２四半期連結累計期間における販売実績は、次のとおりです。 

 
（注） 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

なお、当社グループの事業は単一事業であるため、生産実績、受注実績、販売実績とも事業の種

類別はありません。 

  

当社の連結子会社は、当社が100％出資する明星マネジメントサービス株式会社のみです。当第２四

半期連結累計期間での当該子会社の売上高は全額が当社の仕入高となっており、また企業グループにお

ける連結決算において当該子会社重要性は、金額的にも質的にも僅少であります。 

当第２四半期連結累計期間の当該子会社の売上高は111,791千円、経常利益4,110千円、税引前四半期

純利益4,110千円、四半期純利益4,007千円であります。 

４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

  ① 生産実績

当第２半期連結累計期間
前年同四半期比

期  間 （平成23年４月１日～平成23年９月30日）

金  額 (千円) 割合（%）

 計 3,398,053 +0.8 

 ② 受注実績

当第２四半期連結累計期間

期  間 （平成23年４月１日～平成23年９月30日）

受注高(千円)
前年同四半期比

（%）
受注残高(千円)

前年同四半期比

（%）

  

計 

 

5,413,921 +62.3 4,768,750 +72.5

 ③ 販売実績

当第２四半期連結累計期間
前年同四半期比

期  間 （平成23年４月１日～平成23年９月30日）

金  額 (千円) 割合（%）

   計 2,864,964 +6.4

（２）主要な連結子会社の業績の概況
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