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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 10,454 5.9 1,442 △4.9 1,452 △4.2 930 △5.0
23年3月期第2四半期 9,872 21.1 1,516 138.4 1,516 110.5 979 55.6

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 876百万円 （7.0％） 23年3月期第2四半期 819百万円 （―％）

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 40.09 ―
23年3月期第2四半期 42.20 ―

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 32,710 24,723 75.6 1,064.91
23年3月期 32,673 24,045 73.6 1,035.63
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  24,723百万円 23年3月期  24,045百万円

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 ― 8.50 ― 8.50 17.00
24年3月期 ― 8.50
24年3月期（予想） ― 8.50 17.00

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 20,500 2.3 3,150 2.4 3,330 6.7 2,190 16.1 94.33



(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ます。なお、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
に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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にあたっての注意事項については、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」をご覧下さい。 

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 23,661,000 株 23年3月期 23,661,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 444,787 株 23年3月期 442,993 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 23,216,492 株 23年3月期2Q 23,220,349 株
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（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、東日本大震災からの復興に向けて徐々に回復しつつあるも

のの、電力の使用制限や円高の進行、欧州における財政不安などによる影響が懸念され、先行き不透明な状況が

続いております。 

当社グループの属する産業防災保安機器業界におきましても、主要顧客の設備投資が緩やかに上向いてまいり

ましたが、企業間競争の激化により、厳しい経営環境で推移しました。 

このような環境の下、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は１０４億５千４百万円（前年同四半期連結累

計期間比５．９％増）、連結営業利益は１４億４千２百万円（前年同四半期連結累計期間比４．９％減）、連結

経常利益は１４億５千２百万円（前年同四半期連結累計期間比４．２％減）、連結四半期純利益は９億３千万円

（前年同四半期連結累計期間比５．０％減）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 財政状態の分析  

当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末と比較して３千７百万円増加し、３２

７億１千万円（前連結会計年度末比０．１％増）となりました。流動資産につきましては、前連結会計年度末と

比較して１億３千万円増加し、２２１億１千１百万円となりました。これは主に、現金及び預金が１億７千５百

万円増加したこと及びたな卸資産が３億９千７百万円増加した一方、売上債権が４億３百万円減少したことによ

るものであります。固定資産につきましては、前連結会計年度末と比較して９千２百万円減少し、１０５億９千

８百万円となりました。これは主に、有形固定資産が１億７百万円減少したことによるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の負債につきましては、前連結会計年度末と比較して６億４千万円減少し、７９

億８千７百万円（前連結会計年度末比７．４％減）となりました。流動負債につきましては、前連結会計年度末

と比較して４億１百万円減少し、５９億４千６百万円となりました。これは主に、未払法人税等が４億２千９百

万円減少したことによるものであります。固定負債につきましては、前連結会計年度末と比較して２億３千８百

万円減少し、２０億４千１百万円となりました。これは主に、長期借入金が２億円減少したことによるものであ

ります。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産につきましては、前連結会計年度末と比較して６億７千７百万円増加

し、２４７億２千３百万円（前連結会計年度末比２．８％増）となりました。これは主に、連結四半期純利益９

億３千万円を計上した一方、剰余金の配当金支払い１億９千７百万円により、利益剰余金が７億３千３百万円の

増加となったことによるものであります。  

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と

比較して１億３千３百万円増加し、８２億１千万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期連結累計期間と比較して４千７百万円増加し、１１億１千

７百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益１４億２千９百万円を計上、減価償却費を

３億４千７百万円計上し、売上債権が４億１千１百万円減少した一方、たな卸資産が３億９千５百万円増加

したこと及び法人税等の支払額が８億６千７百万円であったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期連結累計期間と比較して２億９千５百万円増加し、２億９

百万円となりました。これは主に、定期預金の預入による１億９千４百万円の支出、有形固定資産の取得に

よる１億５千１百万円の支出及び無形固定資産の取得による３千１百万円の支出の一方で、定期預金の払戻

による１億５千１百万円の収入があったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、前年同四半期連結累計期間と比較して２億３千４百万円増加し、５億８

千９百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による２億２千５百万円の支出、運転資金である

短期借入金の１億円の減少及び配当金の支払による１億９千６百万円の支出によるものであります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成23年５月13日の決算短信で公表しました通期の連結業績予想から変更はあ

りません。  

  

（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。  

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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 8,142,695 8,318,291

受取手形及び売掛金 8,323,941 7,920,088

有価証券 600,696 600,900

商品及び製品 1,805,923 2,068,028

仕掛品 1,637,148 1,634,152

原材料及び貯蔵品 584,055 722,421

その他 900,098 860,448

貸倒引当金 △13,091 △12,748

流動資産合計 21,981,469 22,111,584

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,155,886 2,086,226

機械装置及び運搬具（純額） 139,147 124,738

土地 4,022,419 4,002,266

建設仮勘定 216,654 127,116

その他（純額） 537,722 624,184

有形固定資産合計 7,071,829 6,964,532

無形固定資産 559,483 562,609

投資その他の資産   

投資有価証券 2,376,496 2,336,400

その他 721,449 774,215

貸倒引当金 △37,624 △38,878

投資その他の資産合計 3,060,321 3,071,738

固定資産合計 10,691,634 10,598,880

資産合計 32,673,104 32,710,464
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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 2,662,068 2,728,619

短期借入金 1,097,385 972,415

未払法人税等 897,598 467,814

賞与引当金 454,356 449,656

製品保証引当金 88,643 115,273

受注損失引当金 12,516 13,464

災害損失引当金 8,262 －

その他 1,126,930 1,198,911

流動負債合計 6,347,761 5,946,154

固定負債   

社債 400,000 400,000

長期借入金 942,760 742,670

退職給付引当金 101,768 82,336

負ののれん 31,054 23,291

その他 804,480 792,772

固定負債合計 2,280,063 2,041,069

負債合計 8,627,825 7,987,223

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,565,500 2,565,500

資本剰余金 2,826,219 2,826,219

利益剰余金 18,612,502 19,345,642

自己株式 △256,715 △257,772

株主資本合計 23,747,506 24,479,588

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 445,705 380,361

為替換算調整勘定 △147,932 △136,709

その他の包括利益累計額合計 297,772 243,652

純資産合計 24,045,278 24,723,240

負債純資産合計 32,673,104 32,710,464
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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 9,872,813 10,454,463

売上原価 5,654,706 6,217,313

売上総利益 4,218,107 4,237,150

販売費及び一般管理費 2,701,410 2,794,392

営業利益 1,516,697 1,442,758

営業外収益   

受取利息 3,692 2,633

受取配当金 22,380 25,031

負ののれん償却額 7,763 7,763

持分法による投資利益 50,233 70,184

受取保険金及び配当金 13,756 6,989

雑収入 36,507 24,300

営業外収益合計 134,334 136,903

営業外費用   

支払利息 26,060 27,147

為替差損 103,867 97,059

雑損失 4,852 3,092

営業外費用合計 134,780 127,299

経常利益 1,516,251 1,452,361

特別利益   

固定資産売却益 71 －

貸倒引当金戻入額 2,778 －

投資有価証券売却益 － 199

特別利益合計 2,850 199

特別損失   

固定資産売却損 105 8,298

固定資産除却損 2,528 －

災害による損失 － 7,705

貸倒引当金繰入額 1,450 650

投資有価証券評価損 9,999 6,115

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,468 －

特別損失合計 15,552 22,769

税金等調整前四半期純利益 1,503,549 1,429,792

法人税、住民税及び事業税 592,155 443,764

法人税等調整額 △68,452 55,207

法人税等合計 523,703 498,971

少数株主損益調整前四半期純利益 979,845 930,821

四半期純利益 979,845 930,821
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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 979,845 930,821

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △132,496 △65,342

為替換算調整勘定 △12,926 12,346

持分法適用会社に対する持分相当額 △14,909 △1,124

その他の包括利益合計 △160,332 △54,120

四半期包括利益 819,513 876,700

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 819,513 876,700

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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 1,503,549 1,429,792

減価償却費 287,997 347,166

災害損失 － 7,705

負ののれん償却額 △7,763 △7,763

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,936 843

賞与引当金の増減額（△は減少） 110,990 △4,700

製品保証引当金の増減額（△は減少） － 26,629

退職給付引当金の増減額（△は減少） △102,166 △19,432

受注損失引当金の増減額（△は減少） 4,608 947

災害損失引当金の増減額（△は減少） － △8,262

受取利息及び受取配当金 △26,073 △27,664

受取保険金 △13,756 △6,989

支払利息 26,060 27,147

為替差損益（△は益） 179,427 194,792

持分法による投資損益（△は益） △50,233 △70,184

固定資産売却損益（△は益） 33 8,298

固定資産除却損 2,528 1,970

投資有価証券売却損益（△は益） － △199

投資有価証券評価損益（△は益） 9,999 6,115

売上債権の増減額（△は増加） △390,860 411,299

たな卸資産の増減額（△は増加） △497,057 △395,945

仕入債務の増減額（△は減少） 368,928 61,617

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,769 22,260

その他 △170,897 △32,496

小計 1,237,482 1,972,946

利息及び配当金の受取額 26,067 27,658

利息の支払額 △26,035 △27,182

保険金の受取額 37,879 12,127

法人税等の支払額 △204,871 △867,940

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,070,522 1,117,610

理研計器㈱　（7734）　平成24年３月期　第２四半期決算短信

- 8 -



（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   

定期預金の預入による支出 △157,316 △194,621

定期預金の払戻による収入 414,442 151,916

有形固定資産の取得による支出 △89,425 △151,504

有形固定資産の売却による収入 1,499 19,093

無形固定資産の取得による支出 △80,693 △31,937

投資有価証券の取得による支出 △2,488 △2,575

投資有価証券の売却による収入 － 200

貸付金の回収による収入 280 280

投資活動によるキャッシュ・フロー 86,297 △209,148

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） 100,000 △100,000

長期借入金の返済による支出 △213,530 △225,060

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △42,960 △67,135

自己株式の純増減額（△は増加） △187 △302

配当金の支払額 △197,405 △196,564

財務活動によるキャッシュ・フロー △354,083 △589,062

現金及び現金同等物に係る換算差額 △188,597 △186,303

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 614,138 133,095

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少） 15,000 －

現金及び現金同等物の期首残高 7,484,364 8,077,567

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,113,502 8,210,663
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 該当事項はありません。  

  

（セグメント情報等） 

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）及び当第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） 

 当社グループの事業は、各種産業用測定機器の製造・販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントで

あるため、記載を省略しております。 

  

  

 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

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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