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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 6,861 1.7 285 28.2 320 7.1 236 2.2
23年3月期第2四半期 6,746 10.3 223 ― 299 325.4 231 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 160百万円 （9.3％） 23年3月期第2四半期 146百万円 （―％）

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 10.40 ―

23年3月期第2四半期 10.18 ―

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 17,082 12,165 70.6 531.38
23年3月期 17,113 12,051 69.8 526.38

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  12,057百万円 23年3月期  11,944百万円

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 ― 2.00 ― 2.00 4.00

24年3月期 ― 2.00

24年3月期（予想） ― 2.00 4.00

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  ：  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 13,400 △6.2 370 △22.0 430 △27.1 330 3.8 14.54



(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 

(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。 

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   ：  有

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 24,346,082 株 23年3月期 24,346,082 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,655,302 株 23年3月期 1,654,813 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 22,691,059 株 23年3月期2Q 22,694,711 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から、サプライチェー

ンの立て直しなどにより、輸出や生産に持ち直しの動きがみられましたものの、雇用情勢や設備

投資は弱い動きとなるなど、先行き不透明な状況の中で推移いたしました。 

このような状況のもと当第２四半期連結累計期間の売上高につきましては、電気機器関連事業

はほぼ前年並みとなり、計測機器関連事業は増加し、全体では 68 億 61 百万円（前年同四半期比

1.7％増）となりました。営業利益につきましては、売上高の増加などにより２億 85 百万円（同

28.2％増）となりました。経常利益につきましては、３億 20 百万円（同 7.1％増）となり、四

半期純利益につきましては、２億 36 百万円（同 2.2％増）となりました。 

 

報告セグメントの業績は次のとおりであります。 

 

（電気機器関連事業） 

電気機器関連事業につきましては、売上高は 60 億 30 百万円（前年同四半期比 0.5％増）とほ

ぼ前年並みとなりましたものの、生産増などにより営業利益は２億 70 百万円（同 15.7％増）と

なりました。 

 

（計測機器関連事業） 

計測機器関連事業につきましては、売上高は８億 30 百万円（前年同四半期比 11.3％増）とな

り、売上高の増加などにより営業利益は 15 百万円（前年同四半期は 10 百万円の営業損失）とな

りました。 

 

(2)連結財政状態に関する定性的情報 

総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 31 百万円減少しました。主な要因としまし

ては、生産管理センターの建設などにより固定資産が 86 百万円増加したものの、受取手形及び

売掛金が減少したことなどにより流動資産が１億 17 百万円減少したことによるものであります。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ１億 46 百万円減少しました。主な要因としま

しては、支払手形及び買掛金が増加したものの、繰延税金負債や製品保証引当金が減少したこと

などによるものであります。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ１億 14 百万円増加しました。主な要因とし

ましては、その他有価証券評価差額金が 85 百万円減少したものの、利益剰余金が１億 90 百万円

増加したことなどによるものであります。 
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(3)連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の連結業績予想につきましては、平成 23 年９月 27 日に修正発表いたしました通り、売上

高 134 億円、営業利益３億 70 百万円、経常利益 4億 30 百万円、当期純利益３億 30 百万円と予

想しております。 

 

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 

特記事項はありません。 

 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（在外連結子会社の財務諸表項目の円換算方法の変更） 

当社の在外連結子会社である愛那其斯電机（上海）有限公司の収益及び費用の円貨への換算に

ついては、従来、決算日の直物為替相場で換算しておりましたが、愛那其斯電机（上海）有限公

司の重要性が増すことに備えて、当第１四半期連結会計期間より原則的な方法として定められて

いる期中平均相場で換算することとしております。なお、この変更に伴う影響は軽微であります。 
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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：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 415,948 428,634

受取手形及び売掛金 3,237,093 2,935,668

商品及び製品 1,250,415 1,463,607

仕掛品 689,949 762,914

原材料及び貯蔵品 1,105,100 1,192,873

繰延税金資産 25,922 22,910

短期貸付金 5,925,684 5,744,373

その他 418,057 396,501

貸倒引当金 △16,800 △13,900

流動資産合計 13,051,373 12,933,584

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,599,124 1,923,437

機械装置及び運搬具（純額） 386,936 488,130

土地 594,912 594,912

建設仮勘定 212,096 10,364

その他（純額） 102,779 122,221

有形固定資産合計 2,895,850 3,139,066

無形固定資産   

ソフトウエア 21,791 16,542

電話加入権 4,967 4,967

その他 3,519 12,886

無形固定資産合計 30,278 34,396

投資その他の資産   

投資有価証券 930,121 770,630

繰延税金資産 29,161 30,728

長期前払費用 18,487 15,322

その他 165,065 162,808

貸倒引当金 △6,550 △4,350

投資その他の資産合計 1,136,286 975,140

固定資産合計 4,062,415 4,148,603

資産合計 17,113,788 17,082,187
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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 1,767,131 1,800,102

短期借入金 522,088 535,192

未払法人税等 129,675 71,033

未払消費税等 92,817 10,722

賞与引当金 246,798 239,086

未払費用 148,222 159,833

その他 505,521 554,016

流動負債合計 3,412,254 3,369,986

固定負債   

繰延税金負債 103,903 45,559

退職給付引当金 1,014,743 1,034,050

役員退職慰労引当金 10,576 11,488

事業整理損失引当金 108,173 87,541

損害賠償引当金 31,275 31,275

製品保証引当金 347,374 305,496

資産除去債務 3,640 3,672

その他 30,603 27,122

固定負債合計 1,650,291 1,546,207

負債合計 5,062,546 4,916,193

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,197,563 5,197,563

資本剰余金 3,468,845 3,468,845

利益剰余金 3,478,557 3,669,336

自己株式 △315,258 △315,350

株主資本合計 11,829,709 12,020,395

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 150,702 65,628

繰延ヘッジ損益 △7,462 －

為替換算調整勘定 △28,588 △28,385

その他の包括利益累計額合計 114,651 37,243

少数株主持分 106,881 108,354

純資産合計 12,051,242 12,165,993

負債純資産合計 17,113,788 17,082,187
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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 6,746,079 6,861,483

売上原価 5,336,827 5,373,959

売上総利益 1,409,252 1,487,524

販売費及び一般管理費   

運賃 102,459 108,584

貸倒引当金繰入額 － △2,900

役員報酬 115,048 120,161

給料手当及び賞与 388,120 392,394

賞与引当金繰入額 80,438 88,587

退職給付費用 38,342 43,049

役員退職慰労引当金繰入額 3,967 712

法定福利及び厚生費 100,157 104,529

減価償却費 27,558 26,680

その他 330,143 319,731

販売費及び一般管理費合計 1,186,238 1,201,530

営業利益 223,013 285,993

営業外収益   

受取利息 17,392 17,724

受取配当金 19,549 19,275

投資有価証券割当益 27,753 －

その他 16,064 7,378

営業外収益合計 80,759 44,377

営業外費用   

支払利息 1,854 983

為替差損 2,539 8,449

貸倒引当金繰入額 － 200

営業外費用合計 4,394 9,632

経常利益 299,379 320,738
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(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) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 300 －

固定資産売却益 4 2,949

特別利益合計 304 2,949

特別損失   

固定資産処分損 6,546 6,201

投資有価証券評価損 15,933 16,202

減損損失 150 －

会員権評価損 － 200

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,932 －

特別損失合計 24,562 22,604

税金等調整前四半期純利益 275,121 301,084

法人税、住民税及び事業税 35,336 61,557

法人税等調整額 8,287 1,425

法人税等合計 43,624 62,982

少数株主損益調整前四半期純利益 231,497 238,101

少数株主利益 432 1,940

四半期純利益 231,064 236,161
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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 231,497 238,101

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △81,356 △85,301

繰延ヘッジ損益 4,677 7,462

為替換算調整勘定 △8,046 203

その他の包括利益合計 △84,726 △77,636

四半期包括利益 146,770 160,465

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 146,415 158,752

少数株主に係る四半期包括利益 355 1,713
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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) 

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 275,121 301,084

減価償却費 201,861 187,461

投資有価証券割当益 △27,720 －

固定資産処分損益（△は益） 6,546 6,201

減損損失 150 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,932 －

投資有価証券評価損益（△は益） 15,933 16,202

会員権評価損 － 200

貸倒引当金の増減額（△は減少） △300 △2,700

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,515 △7,712

退職給付引当金の増減額（△は減少） △21,778 19,307

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12,900 912

製品保証引当金の増減額（△は減少） △83,394 △41,877

受取利息及び受取配当金 △36,941 △36,999

為替差損益（△は益） 2,539 8,449

支払利息 1,854 983

固定資産売却損益（△は益） △4 △2,949

売上債権の増減額（△は増加） △62,406 301,671

たな卸資産の増減額（△は増加） 153,663 △373,712

未収入金の増減額（△は増加） △150,413 49,205

仕入債務の増減額（△は減少） 161,306 32,907

未払消費税等の増減額（△は減少） 27,120 △82,094

その他 △23,470 △58,722

小計 425,183 317,817

利息及び配当金の受取額 37,932 37,044

利息の支払額 △1,907 △1,016

事業整理に伴う支出 △31,153 △20,151

損害賠償金の支払額 △1,344 －

法人税等の支払額 △20,603 △119,605

法人税等の還付額 5,544 58

営業活動によるキャッシュ・フロー 413,651 214,148
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(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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

短期貸付金の純増減額（△は増加） △469,372 181,311

有形固定資産の取得による支出 △83,038 △326,043

有形固定資産の売却による収入 10 3,200

ソフトウエアの取得による支出 － △499

投資有価証券の取得による支出 △329 △338

投資有価証券の償還による収入 100,000 －

その他 △24,502 △17,122

投資活動によるキャッシュ・フロー △477,232 △159,490

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） 72,451 13,104

自己株式の取得による支出 △85 △92

配当金の支払額 △45,395 △45,591

その他 △240 △240

財務活動によるキャッシュ・フロー 26,730 △32,819

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,602 △9,152

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △45,452 12,686

現金及び現金同等物の期首残高 403,228 415,948

現金及び現金同等物の四半期末残高 357,775 428,634
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  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) 

１．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 

 
(注)  １  セグメント利益の調整額26千円は、セグメント間取引消去であります。 

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．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。 

  

Ⅱ  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) 

１．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 

 
（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益ベースの数値であります。 

  

２．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。 

  

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）セグメント情報等

報告セグメント
調整額（千円) 

(注) １

四半期連結
財務諸表計上額

(千円) 
（注）２

電気機器 
関連事業 
(千円)

計測機器
関連事業 
(千円)

計
(千円)

売上高

  外部顧客への売上高 5,999,604 746,475 6,746,079 ― 6,746,079

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

4,141 ― 4,141 △4,141 ―

計 6,003,745 746,475 6,750,220 △4,141 6,746,079

セグメント利益又はセグメン
ト損失(△)

233,486 △10,498 222,987 26 223,013

報告セグメント 四半期連結 
財務諸表 
計上額 
(千円)

電気機器 
関連事業 
(千円)

計測機器
関連事業 
(千円)

計
(千円)

売上高

  外部顧客への売上高 6,030,549 830,933 6,861,483 6,861,483

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ － － －

計 6,030,549 830,933 6,861,483 6,861,483

  セグメント利益 270,221 15,771 285,993 285,993

（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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