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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 15,181 2.5 1,786 △16.3 1,931 △11.8 1,146 △18.3
23年3月期第3四半期 14,805 18.9 2,135 106.2 2,189 84.7 1,402 55.3

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 1,050百万円 （△23.5％） 23年3月期第3四半期 1,372百万円 （―％）

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3四半期 49.38 ―
23年3月期第3四半期 60.40 ―

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3四半期 32,500 24,699 76.0 1,063.93
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3四半期  24,699百万円 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  ：  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 20,300 1.3 2,350 △23.6 2,500 △19.9 1,550 △17.8 66.77



(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 
 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】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

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3Q 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3Q 445,836 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3Q 23,215,430 株 23年3月期3Q 23,219,389 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四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一部に回復の兆しが見ら

れましたが、欧州の財政不安の深刻化による世界的な景気の停滞や円高の進行等が懸念され、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、緩やかに上向いていた主要顧客の設備投資に慎

重姿勢が出てきており、企業間競争も激しさを増したことから、厳しい経営状況で推移しました。 

このような環境の下、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は１５１億８千１百万円（前年同四半期連結累

計期間比２．５％増）、連結営業利益は１７億８千６百万円（前年同四半期連結累計期間比１６．３％減）、連

結経常利益は１９億３千１百万円（前年同四半期連結累計期間比１１．８％減）、連結四半期純利益は１１億４

千６百万円（前年同四半期連結累計期間比１８．３％減）となりました。 

   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四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１億７千２百万円減少し、

３２５億円（前連結会計年度末比０．５％減）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３千万円増加し、２２０億１千２百万円となりました。これは主に、たな卸資産が３億８千６百万円増加

した一方、現金及び預金が１億２千２百万円減少したこと及び売上債権が２億５千万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２億３百万円減少し、１０４億８千８百万

円となりました。これは主に有形固定資産が１億８千６百万円減少したこと及び無形固定資産が２千６百万円減

少したことによるものであります。 

当第３四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８億２千６百万円減少し、

７８億１百万円（前連結会計年度末比９．６％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５億４千１百万円減少し、５８億６百万円となりました。これは主に、未払法人税等が６億９千７百

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２億８千５百

万円減少し、１９億９千４百万円となりました。これは主に、長期借入金が２億９千７百万円減少したことによ

るものであります。 

当第３四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６億５千４百万円増加

し、２４６億９千９百万円（前連結会計年度末比２．７％増）となりました。これは主に、連結四半期純利益 

１１億４千６百万円を計上した一方、剰余金の配当金支払い３億９千５百万円により、利益剰余金が７億５千万

円の増加となったことによるものであります。 

   

   

（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いたしました内容から変更しています。 

詳細につきましては、本日（平成24年２月14日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

覧下さい。 

   

   

（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。 

   

   

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
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,142,695 8,019,730

受取手形及び売掛金 8,323,941 8,073,312

有価証券 600,696 601,000

商品及び製品 1,805,923 2,011,754

仕掛品 1,637,148 1,655,298

原材料及び貯蔵品 584,055 746,262

その他 900,098 916,182

貸倒引当金 △13,091 △11,389

流動資産合計 21,981,469 22,012,151

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,155,886 2,031,985

機械装置及び運搬具（純額） 139,147 114,936

土地 4,022,419 3,992,330

建設仮勘定 216,654 146,441

その他（純額） 537,722 599,160

有形固定資産合計 7,071,829 6,884,854

無形固定資産 559,483 533,119

投資その他の資産   

投資有価証券 2,376,496 2,264,192

その他 721,449 835,208

貸倒引当金 △37,624 △29,153

投資その他の資産合計 3,060,321 3,070,246

固定資産合計 10,691,634 10,488,220

資産合計 32,673,104 32,500,372
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,662,068 2,782,566

短期借入金 1,097,385 1,257,180

未払法人税等 897,598 200,445

賞与引当金 454,356 335,055

製品保証引当金 88,643 115,273

受注損失引当金 12,516 44,130

災害損失引当金 8,262 －

その他 1,126,930 1,071,449

流動負債合計 6,347,761 5,806,101

固定負債   

社債 400,000 400,000

長期借入金 942,760 645,375

退職給付引当金 101,768 157,958

負ののれん 31,054 19,409

その他 804,480 772,221

固定負債合計 2,280,063 1,994,964

負債合計 8,627,825 7,801,065

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 19,363,477

自己株式 △256,715 △258,194

株主資本合計 23,747,506 24,497,002

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 445,705 386,555

為替換算調整勘定 △147,932 △184,251

その他の包括利益累計額合計 297,772 202,303

純資産合計 24,045,278 24,699,306

負債純資産合計 32,673,104 32,500,372
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 14,805,260 15,181,382

売上原価 8,599,946 9,202,280

売上総利益 6,205,314 5,979,102

販売費及び一般管理費 4,070,265 4,192,981

営業利益 2,135,048 1,786,121

営業外収益   

受取利息 5,354 3,817

受取配当金 40,267 42,668

負ののれん償却額 11,645 11,645

持分法による投資利益 91,714 98,854

受取保険金及び配当金 24,975 12,141

雑収入 38,251 34,451

営業外収益合計 212,210 203,578

営業外費用   

支払利息 37,340 38,816

為替差損 115,288 16,098

雑損失 4,777 3,443

営業外費用合計 157,406 58,358

経常利益 2,189,852 1,931,341

特別利益   

固定資産売却益 71 －

投資有価証券売却益 － 199

特別利益合計 71 199

特別損失   

固定資産売却損 105 14,394

固定資産除却損 3,218 －

災害による損失 － 8,155

貸倒引当金繰入額 1,750 950

投資有価証券評価損 10,000 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 16,542 29,614

税金等調整前四半期純利益 2,173,381 1,901,926

法人税、住民税及び事業税 670,560 545,362

法人税等調整額 100,423 210,229

法人税等合計 770,983 755,591

少数株主損益調整前四半期純利益 1,402,397 1,146,334

四半期純利益 1,402,397 1,146,334
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,402,397 1,146,334

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 12,082 △59,111

為替換算調整勘定 △22,951 △37,583

持分法適用会社に対する持分相当額 △18,639 1,226

その他の包括利益合計 △29,509 △95,468

四半期包括利益 1,372,888 1,050,866

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,372,888 1,050,866

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

  

  

（セグメント情報等） 

 前第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間 

（自平成23年４月１日 至平成23年12月31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。  

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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