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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 125,374 7.1 7,309 56.1 6,342 62.0 2,144 △23.2

23年3月期第2四半期 117,082 11.0 4,682 132.4 3,915 107.2 2,791 133.0

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 1,826百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △383百万円 （―％）

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 7.27 ―

23年3月期第2四半期 9.46 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 278,689 157,289 56.4
23年3月期 284,843 156,653 54.9

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  157,055百万円 23年3月期  156,430百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
24年3月期 ― 4.00

24年3月期（予想） ― 4.00 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、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 265,000 4.9 19,000 16.6 17,500 14.5 10,000 △0.5 33.90



(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すが、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続は終了しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成23年８月３日に公表しました通期の連結業績予想を変更していません。 
２．上記の予想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算出したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる可能性
があります。なお、上記予想に関連する事項については、【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

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 296,070,227 株 23年3月期 296,070,227 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,071,280 株 23年3月期 1,057,559 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 295,005,778 株 23年3月期2Q 295,055,813 株
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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 

当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災の影響により厳しい状況で推移しましたが、生産活     

動の回復を受けて、持ち直しの動きがみられました。 

海外においては、アジアでは中国やインドを中心に景気は拡大しました。欧州では一部の国で財政危機が懸念     

され、景気の改善ペースが鈍化しました。米国では失業率の高止まりや個人消費の伸び悩みなどで、景気回復は     

弱いものとなりました。 

このような情勢のもとで当社グループは、2011 年４月から新たな３ヵ年の中期経営計画をスタートさせてお     

り、中国での現地開発の促進、グローバル戦略商品の投入、計測機器事業のサービス子会社統合によるアフター     

マーケット事業の強化など、成長に向けた施策を積極的に進めています。また、顧客ニーズに対応した競争力あ     

る新製品の投入やコストダウン、経費削減などにより、厳しい円高のもと、業績確保に努めました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は 1,253 億７千４百万円(前年同期比      

7.1％増)となり、営業利益は 73 億９百万円(同 56.1％増)、経常利益は 63 億４千２百万円(同 62.0％増)、四     

半期純利益は 21 億４千４百万円(同 23.2％減)となりました。 
 

セグメントの状況はつぎのとおりです。 
 

Ⅰ．計測機器事業 

国内市場は、民間市場では、市況の好転に伴い設備・研究開発投資が回復する中、主力製品の新製品投入効     

果もあり、液体クロマトグラフが製薬・化学分野で好調に推移しました。ガスクロマトグラフや試験機は化学     

分野で、また非破壊検査装置は電機および輸送機分野で売上が増加しました。官庁大学市場では、文部科学省     

の科学研究費増額や新製品効果などもあり、液体クロマトグラフや質量分析計が増加しました。 

海外市場は、液体クロマトグラフおよび質量分析計が、中国における医薬分野や食品・農産品検査用などの     

食品安全分野での需要増、北米における新製品効果、また欧州におけるロシア等の官公需の伸びなどにより好     

調に推移しました。ガスクロマトグラフは、中国の化学分野や北米の石油化学分野の需要増を中心に売上が増     

加しました。また非破壊検査装置や光分析装置は、中国におけるスマートフォンの生産拡大に伴う関連分野で     

の新たな需要もあり売上が増加しました。 

この結果、当事業の売上高は、699 億９千２百万円(前年同期比 12.6％増)となりました。 

 

Ⅱ．医用機器事業 

国内市場は、ＦＰＤを搭載したＸ線血管撮影システムとＸ線テレビシステムが堅調に推移したものの、東日     

本大震災の影響などもあり、全体の売上は微増となりました。 

海外市場は、円高の影響などもあり、全体の売上は減少しましたが、北米ではデジタル式回診用Ｘ線撮影装     

置および一般撮影装置が好調に推移しました。政府による医療分野への重点投資が続く中国では、医療改革が     

地方病院まで浸透しつつあり、市場ニーズに対応した現地生産品が伸び、売上が好調に推移しました。 

この結果、当事業の売上高は、230 億８千４百万円(前年同期比 0.6％減)となりました。 

 

Ⅲ．航空機器事業 

国内市場は、防衛省向け新型哨戒機(Ｐ－１)搭載機器や補用品の売上が増加しましたが、主要戦闘機(Ｆ－１     

５)近代化改修の売上などが減少したため、全体の売上は微減となりました。海外市場は、旅客機向け搭載機器     

の売上が増加しました。 

この結果、当事業の売上高は、130 億６千５百万円(前年同期比 1.9％増)となりました。 
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Ⅳ．産業機器事業 

ターボ分子ポンプは、ガラスコーター用など中国・台湾向けの売上は増加したものの、半導体・液晶用の需     

要停滞などにより、売上が減少しました。太陽電池成膜装置は、パネルメーカーでの設備投資の延期などで低     

調でした。ガラスワインダーや重合ポンプは、中国で大幅に増加しました。油圧機器は、市況の急速な回復に     

伴い、売上が大きく増加しました。 

この結果、当事業の売上高は、151 億３千２百万円(前年同期比 4.9％増)となりました。 

 

Ⅴ．その他の事業 

当事業の売上高は、41 億円(前年同期比 8.3％減)となりました。 

 

 (２)連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しにつきましては、急激な円高状態、欧米での財政・金融問題など、事業を取り巻く環境は厳しさ     

を増すものと思われます。このような経営環境のなかで、海外生産・海外調達の拡充や一層のコストダウンなど、     

グローバルな視野に立った事業展開や収益力強化の施策に取り組むことにより、厳しい円高のもと、業績の向上     

を目指して参ります。 

当社グループは、「真のグローバル企業へ」という長期ビジョンのもと、当期より新たな３ヵ年中期経営計画     

をスタートさせました。本計画では、「世界の顧客に選ばれる No.1 パートナー」を目指すという基本方針を掲     

げ、グローバル戦略商品の投入とソリューションの提供により、先進国・新興国の双方で成長することを戦略と     

し、①グローバルな成長の追求 ②顧客に選ばれるソリューションの提供 ③成長市場・強い事業への集中 ④収     

益体質の改善 の施策を着実に実行することで、経営環境の変化にも対応し、当社グループが大きく成長するこ     

とを目指して参ります。 

 

２．サマリー情報(その他)に関する事項 

(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 

該当事項はありません。 



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）

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 35,455 29,396

受取手形及び売掛金 79,669 74,543

商品及び製品 31,032 35,094

仕掛品 16,573 18,368

原材料及び貯蔵品 15,076 16,944

繰延税金資産 7,335 7,114

その他 3,749 4,150

貸倒引当金 △982 △1,120

流動資産合計 187,909 184,491

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 70,926 71,320

減価償却累計額 △35,346 △36,322

建物及び構築物（純額） 35,579 34,997

機械装置及び運搬具 17,784 18,017

減価償却累計額 △14,103 △14,430

機械装置及び運搬具（純額） 3,680 3,586

土地 18,749 18,755

リース資産 3,389 3,334

減価償却累計額 △1,847 △1,761

リース資産（純額） 1,541 1,573

建設仮勘定 15 122

その他 26,600 27,128

減価償却累計額 △20,522 △21,129

その他（純額） 6,078 5,999

有形固定資産合計 65,644 65,034

無形固定資産 6,794 6,687

投資その他の資産   

投資有価証券 9,489 8,153

長期貸付金 876 671

繰延税金資産 9,738 9,814

その他 4,571 4,303

貸倒引当金 △180 △467

投資その他の資産合計 24,494 22,476

固定資産合計 96,933 94,198

資産合計 284,843 278,689
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（単位：百万円）

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 48,278 46,068

短期借入金 9,754 7,056

リース債務 637 619

未払金 8,541 7,701

未払法人税等 2,990 1,659

賞与引当金 5,884 5,424

役員賞与引当金 193 137

その他 8,453 10,097

流動負債合計 84,733 78,765

固定負債   

社債 10,000 10,000

長期借入金 10,974 10,817

リース債務 1,017 1,080

退職給付引当金 15,155 14,714

役員退職慰労引当金 302 237

その他 6,006 5,785

固定負債合計 43,456 42,634

負債合計 128,190 121,400

純資産の部   

株主資本   

資本金 26,648 26,648

資本剰余金 35,188 35,188

利益剰余金 105,244 106,208

自己株式 △680 △690

株主資本合計 166,401 167,355

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,334 1,477

為替換算調整勘定 △12,305 △11,778

その他の包括利益累計額合計 △9,970 △10,300

少数株主持分 222 233

純資産合計 156,653 157,289

負債純資産合計 284,843 278,689
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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：百万円）

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 117,082 125,374

売上原価 73,632 78,217

売上総利益 43,450 47,157

販売費及び一般管理費 38,768 39,847

営業利益 4,682 7,309

営業外収益   

受取利息 63 74

受取配当金 72 92

受取保険金 138 169

受取賃貸料 95 75

その他 532 299

営業外収益合計 901 711

営業外費用   

支払利息 214 210

為替差損 771 798

その他 681 668

営業外費用合計 1,667 1,678

経常利益 3,915 6,342

特別利益   

固定資産売却益 5 5

特別利益合計 5 5

特別損失   

固定資産処分損 43 156

投資有価証券評価損 90 101

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 258 －

特別損失合計 392 258

税金等調整前四半期純利益 3,529 6,089

法人税、住民税及び事業税 1,305 1,515

過年度法人税等 － 1,709

法人税等調整額 △580 708

法人税等合計 725 3,933

少数株主損益調整前四半期純利益 2,803 2,156

少数株主利益 12 11

四半期純利益 2,791 2,144
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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：百万円）

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 2,803 2,156

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △898 △856

為替換算調整勘定 △2,288 527

その他の包括利益合計 △3,187 △329

四半期包括利益 △383 1,826

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △386 1,815

少数株主に係る四半期包括利益 3 11
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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 3,529 6,089

減価償却費 3,803 3,902

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 258 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △142 410

賞与引当金の増減額（△は減少） △418 △460

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24 △56

退職給付引当金の増減額（△は減少） △271 △453

受取利息及び受取配当金 △135 △166

支払利息 214 210

為替差損益（△は益） 36 23

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 90 101

有形固定資産除売却損益（△は益） 37 151

売上債権の増減額（△は増加） 9,989 5,459

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,264 △7,495

仕入債務の増減額（△は減少） △1,757 △2,396

その他 △102 936

小計 12,843 6,257

利息及び配当金の受取額 136 165

利息の支払額 △212 △288

法人税等の支払額 △1,170 △4,762

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,596 1,372

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △4,025 △2,874

固定資産の売却による収入 744 57

投資有価証券の取得による支出 △118 △186

貸付けによる支出 △28 △9

貸付金の回収による収入 46 241

その他 △245 △26

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,626 △2,798
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（単位：百万円）

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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 153 379

短期借入金の返済による支出 △5,794 △3,151

長期借入れによる収入 － 80

長期借入金の返済による支出 △321 △282

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 4,000 －

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △4,000 －

配当金の支払額 △1,032 △1,185

少数株主への配当金の支払額 △9 －

預り保証金の返還による支出 △333 △333

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △460 △375

その他 △12 76

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,811 △4,792

現金及び現金同等物に係る換算差額 △863 228

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △704 △5,990

現金及び現金同等物の期首残高 28,242 34,221

現金及び現金同等物の四半期末残高 27,538 28,231
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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） セグメント情報等

１）セグメント情報

報告セグメントごとの売上高および営業利益又は営業損失の金額に関する情報

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） （単位：百万円）

計測機器 医用機器 産業機器 計

売上高

外部顧客への売上高 62,138 23,219 14,426 112,609 117,082 －

56 1 22 119 649 △ 649

計 62,195 23,221 14,449 112,728 117,732 △ 649

3,786 △ 289 414 3,671 4,679 2

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） （単位：百万円）

計測機器 医用機器 産業機器 計

売上高

外部顧客への売上高 69,992 23,084 15,132 121,274 125,374 －

18 3 21 79 626 △ 626

計 70,011 23,087 15,153 121,353 126,000 △ 626

5,793 △ 372 889 6,625 7,307 2

２）関連情報

地域ごとの売上高の金額に関する情報

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） （単位：百万円）

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） （単位：百万円）

(注) 本邦以外の区分に属する主な国または地域

米州 ：アメリカ

欧州 ：イギリス、ドイツ

中国 ：中国

その他のアジア ：インド、東南アジア、韓国、台湾

その他 ：オーストラリア、中近東、アフリカ

  （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。

117,082

合計

125,374

合計その他

4,016

4,211

その他

その他の
アジア

9,195

8,708

その他の
アジア

欧州

9,065

欧州

14,671

中国

18,547

中国

四半期連結
損益計算書

計上額

69,941

日本

72,410

日本

11,279

米州

12,139

米州

8,271

その他

7,309

125,374

－

125,374

四半期連結
損益計算書

計上額

4,682

117,082

－

117,082

航空機器

682

4,647

547

4,100

その他

1,007

5,003

530

4,473

報告セグメント

合計

合計

調整額

調整額
航空機器

△ 240

12,862

38

12,824

セグメント利益
又は損失(△)

セグメント利益
又は損失(△)

報告セグメント

セグメント間の
内部売上高

セグメント間の
内部売上高

314

13,100

35

13,065
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４．補足情報

平成24年３月期第２四半期 決算の概要

23年３月期 24年３月期
第２四半期 第２四半期

連結累計期間 連結累計期間 対前年同期 23年３月期 24年３月期
実 績 実 績 増減額 増減率 実 績 予 想

売 上 高
百万円

117,082 125,374 8,292 7.1% 252,707 265,000

売　上　高 ( 計 測 機 器 )
百万円

(62,138) (69,992) (7,853) (12.6%) (140,755) －

売　上　高 ( 医 用 機 器 )
百万円

(23,219) (23,084) (△135) (△0.6%) (49,551) －

売　上　高 ( 航 空 機 器 )
百万円

(12,824) (13,065) (241) (1.9%) (24,994) －

売　上　高 ( 産 業 機 器 )
百万円

(14,426) (15,132) (706) (4.9%) (29,171) －

売　上　高 ( そ の 他 )
百万円

(4,473) (4,100) (△373) (△8.3%) (8,234) －

百万円
69,941 72,410 2,469 3.5% 152,331 －

百万円
47,141 52,963 5,822 12.4% 100,375 －

海外売上高 ( 米 州 )
百万円

(11,279) (12,139) (859) (7.6%) (22,648) －

海外売上高 ( 欧 州 )
百万円

(8,271) (9,065) (794) (9.6%) (18,475) －

海外売上高 ( 中 国 )
百万円

(14,671) (18,547) (3,876) (26.4%) (32,043) －

海外売上高 (その他のアジア)
百万円

(8,708) (9,195) (487) (5.6%) (18,924) －

海外売上高 ( そ の 他 )
百万円

(4,211) (4,016) (△195) (△4.6%) (8,283) －

百万円
4,682 7,309 2,627 56.1% 16,297 19,000

百万円
3,915 6,342 2,426 62.0% 15,279 17,500

百万円
2,791 2,144 △   647 △  23.2% 10,046 10,000

円
9.46 7.27 － － 34.05 33.90

円
4.00 4.00 － － 8.00 8.00

百万円
4,634 3,407 △ 1,226 △  26.5% 8,463 10,700

百万円
3,803 3,902 99 2.6% 7,924 8,400

百万円
272,822 278,689 5,867 2.2% 284,843 －

百万円
151,706 157,289 5,582 3.7% 156,653 －

％
55.5 56.4 － － 54.9 －

人
9,795 10,097 302 － 9,819 －

社
76 72 － － 76 －

（社）
(32) (28) － － (32) －

（社）
(44) (44) － － (44) －

【 国 内 売 上 高 】

【 海 外 売 上 高 】

営 業 利 益

経 常 利 益

総 資 産

純 資 産

自 己 資 本 比 率

四 半 期 （ 当 期 ） 純 利 益

１ 株 当 た り 配 当 金

設 備 投 資

減 価 償 却 費

１株当たり四半期（当期）純利益

連 結 従 業 員 数

連 結 子 会 社 数

（国内）

（海外）
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