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1.  平成24年12月期第1四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年3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12月期第1四半期 4,029 △3.6 515 △15.5 528 △12.3 375 △23.7

23年12月期第1四半期 4,178 22.1 610 76.8 603 62.5 491 135.3

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 480百万円 （△6.7％） 23年12月期第1四半期 514百万円 （―％）

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12月期第1四半期 27.53 ―

23年12月期第1四半期 36.07 ―

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12月期第1四半期 20,153 17,565 87.0 1,287.12
23年12月期 19,610 17,426 88.7 1,277.12

（参考） 自己資本   24年12月期第1四半期  17,539百万円 23年12月期  17,403百万円

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  

（注）23年12月期期末配当金の内訳   普通配当 15円00銭  株式上場20周年記念配当 10円00銭  

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12月期 ― 15.00 ― 25.00 40.00

24年12月期 ―

24年12月期（予想） 15.00 ― 20.00 35.00

3.  平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 8,600 4.1 1,300 20.2 1,290 20.8 830 7.6 60.91
通期 17,100 7.1 2,520 29.3 2,500 28.7 1,600 17.8 117.41



(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おりません。 

※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

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12月期1Q 14,024,365 株 23年12月期 14,024,365 株

② 期末自己株式数 24年12月期1Q 397,233 株 23年12月期 397,233 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 13,627,132 株 23年12月期1Q 13,627,242 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 急激な円高により抑制傾向にあった製造業の設備投資意欲が、ここにきて円高修正の流れから回復の兆しを見せ

ております。また、海外においては、米国経済が持ち直しの動きを見せる等、景気回復への期待が出てきておりま

す。しかし、全体としては力強さに欠け、当社グループを取り巻く外部環境は依然として不透明な状況にありま

す。 

 一昨年、インド及びシンガーポールに販売子会社を設立いたしましたが、当期は自動試験装置拡販のため、韓国

に子会社を設立すべく準備を進めております。また、開発面では、世界戦略商品の開発を進め、グローバル化を加

速しております。 

 販売面では、自動車、電子部品及び環境・新エネルギー市場を重点市場と位置づけておりますが、原油価格高

騰、電力料金の値上げ等により、特に環境、省エネルギー分野への拡販に注力いたしました。 

 生産面では、品質の向上、顧客の希望納期遵守及び在庫の削減に取り組みました。   

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高が40億29百万円（前年同期比3.6％減）になりまし

た。また、営業利益は５億15百万円（同15.5％減）、経常利益は５億28百万円（同12.3％減）、四半期純利益は３

億75百万円（同23.7％減）になりました。 

  

 当第１四半期連結会計期間から、当社グループは単一の報告セグメントに変更したため、セグメント別の記載を

省略しております。 

 詳細は、９ページ「４.（４）セグメント情報等」をご覧ください。    

 なお、当社グループにおける製品別の受注高及び売上高の実績は、次のとおりであります。 

  

① 受注実績  

  

② 売上実績  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成23年１月１日 

至 平成23年３月31日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年１月１日 

至 平成24年３月31日） 
増減 

金額 
（千円）  

構成比 
（％）  

金額 
（千円）  

構成比 
（％）  

金額  
（千円）  

増減率  
（％）  

自 動 試 験 装 置  848,824  18.1  748,100  17.5  △100,724  △11.9

記 録 装 置  710,723  15.2  689,235  16.1  △21,487  △3.0

電 子 測 定 器  1,674,889  35.8  1,393,002  32.6  △281,886  △16.8

現 場 測 定 器  1,128,885  24.1  1,067,172  25.0  △61,712  △5.5

周 辺 装 置 他  314,858  6.7  376,263  8.8  61,405  19.5

合 計  4,678,180  100.0  4,273,775  100.0  △404,405  △8.6

  

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成23年１月１日 

至 平成23年３月31日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年１月１日 

至 平成24年３月31日） 
増減 

金額 
（千円）  

構成比 
（％）  

金額 
（千円）  

構成比 
（％）  

金額  
（千円）  

増減率  
（％）  

自 動 試 験 装 置  622,790  14.9  671,821  16.7  49,030  7.9

記 録 装 置  670,480  16.0  654,845  16.3  △15,634  △2.3

電 子 測 定 器  1,546,215  37.0  1,333,423  33.1  △212,791  △13.8

現 場 測 定 器  1,037,616  24.8  1,008,298  25.0  △29,318  △2.8

周 辺 装 置 他  301,169  7.2  361,008  9.0  59,838  19.9

合 計  4,178,273  100.0  4,029,397  100.0  △148,875  △3.6
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 また、顧客の所在地別の受注高及び売上高の実績は、次のとおりであります。 

 当第１四半期連結累計期間の海外売上高は、15億80百万円（前年同期比9.3％増）、海外売上高比率は39.2％に

なりました。 

  

① 受注実績  

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

（1）アジア ……………… 中国・韓国・台湾・インド・シンガポール 

（2）ヨーロッパ ………… ドイツ・イタリア・オランダ 

（3）アメリカ …………… 北米・中南米 

（4）その他の地域 ……… 中近東・オーストラリア・アフリカ 

３．受注高は顧客の所在地を基礎とし、分類しております。 

  

② 売上実績 

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

（1）アジア ……………… 中国・韓国・台湾・インド・シンガポール 

（2）ヨーロッパ ………… ドイツ・イタリア・オランダ 

（3）アメリカ …………… 北米・中南米 

（4）その他の地域 ……… 中近東・オーストラリア・アフリカ 

３．売上高は顧客の所在地を基礎とし、分類しております。  

  

  

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

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年１月１日 
至 平成24年３月31日）

増減 

金額 
（千円）  

構成比 
（％）  

金額 
（千円） 

構成比 
（％）  

金額  
（千円）  

増減率  
（％）  

国 内  2,822,852  60.3  2,632,696  61.6  △190,156  △6.7

海 外 

ア ジ ア  1,406,636  30.1  1,220,108  28.5  △186,528  △13.3

ア メ リ カ  282,125  6.0  189,998  4.4  △92,127  △32.7

ヨ ー ロ ッ パ  82,533  1.8  116,274  2.7  33,741  40.9

その他の地域  84,032  1.8  114,698  2.7  30,665  36.5

 計  1,855,328  39.7  1,641,079  38.4  △214,248  △11.5

合 計  4,678,180  100.0  4,273,775  100.0  △404,405  △8.6

  

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

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年１月１日 
至 平成24年３月31日）

増減 

金額 
（千円）  

構成比 
（％）  

金額 
（千円） 

構成比 
（％）  

金額  
（千円）  

増減率  
（％）  

国 内  2,732,620  65.4  2,449,384  60.8  △283,236  △10.4

海 外 

ア ジ ア  1,066,799  25.5  1,195,546  29.7  128,746  12.1

ア メ リ カ  202,918  4.9  183,153  4.5  △19,764  △9.7

ヨ ー ロ ッ パ  83,854  2.0  108,208  2.7  24,354  29.0

その他の地域  92,079  2.2  93,104  2.3  1,025  1.1

 計  1,445,652  34.6  1,580,013  39.2  134,361  9.3

合 計  4,178,273  100.0  4,029,397  100.0  △148,875  △3.6
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して５億43百万円増加し、201億53百

万円になりました。これは、主として繰延税金資産及び投資その他の資産の増加によるものであります。  

 負債は、主として未払法人税等及び賞与引当金の増加により４億４百万円増加し、25億87百万円になりました。

  純資産は、主として利益剰余金及びその他有価証券評価差額金の増加により１億39百万円増加し、175億65百万

円になりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  業績予想につきましては、平成24年１月25日の決算短信で公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の

連結業績予想に変更はありません。   

   

（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。   

  

（４）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。    

   

 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

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（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12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,157,376 6,176,558

受取手形及び売掛金 2,510,967 2,585,197

商品及び製品 387,126 379,852

仕掛品 1,012,981 1,035,331

原材料及び貯蔵品 1,060,493 1,073,639

繰延税金資産 163,871 290,564

その他 44,582 57,496

貸倒引当金 △1,023 △1,058

流動資産合計 11,336,375 11,597,581

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,108,247 4,151,530

機械装置及び運搬具（純額） 255,788 242,846

工具、器具及び備品（純額） 417,879 437,355

土地 1,796,890 1,796,890

建設仮勘定 30,000 －

有形固定資産合計 6,608,805 6,628,622

無形固定資産   

ソフトウエア 256,453 244,365

その他 3,241 3,241

無形固定資産合計 259,694 247,606

投資その他の資産 1,405,272 1,679,929

固定資産合計 8,273,772 8,556,159

資産合計 19,610,147 20,153,740
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 400,940 467,499

未払法人税等 183,365 285,893

賞与引当金 336,401 677,070

役員賞与引当金 － 9,500

その他 622,349 493,240

流動負債合計 1,543,056 1,933,203

固定負債   

役員退職慰労引当金 83,446 82,290

繰延税金負債 284,168 295,649

その他 272,973 276,649

固定負債合計 640,587 654,588

負債合計 2,183,644 2,587,791

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,299,463 3,299,463

資本剰余金 3,936,881 3,936,881

利益剰余金 11,069,462 11,103,945

自己株式 △761,420 △761,420

株主資本合計 17,544,386 17,578,869

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △7,842 56,797

為替換算調整勘定 △132,994 △95,917

その他の包括利益累計額合計 △140,836 △39,120

少数株主持分 22,954 26,199

純資産合計 17,426,503 17,565,949

負債純資産合計 19,610,147 20,153,740
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 4,178,273 4,029,397

売上原価 2,528,203 2,499,657

売上総利益 1,650,069 1,529,740

販売費及び一般管理費 1,039,968 1,014,386

営業利益 610,100 515,354

営業外収益   

受取利息 1,909 1,440

受取配当金 1,591 1,292

受取家賃 2,032 1,985

為替差益 5,516 8,928

助成金収入 － 14,547

雑収入 4,983 5,808

営業外収益合計 16,033 34,003

営業外費用   

支払利息 1,039 1,049

売上割引 20,882 18,784

雑損失 1,142 639

営業外費用合計 23,063 20,474

経常利益 603,070 528,883

特別利益   

固定資産売却益 59 67

特別利益合計 59 67

特別損失   

固定資産売却損 460 －

固定資産除却損 631 1,129

投資有価証券評価損 561 －

貸倒引当金繰入額 9,161 －

特別損失合計 10,815 1,129

税金等調整前四半期純利益 592,313 527,821

法人税、住民税及び事業税 99,508 286,948

法人税等調整額 △489 △135,308

法人税等合計 99,018 151,640

少数株主損益調整前四半期純利益 493,295 376,180

少数株主利益 1,774 1,019

四半期純利益 491,520 375,161
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 493,295 376,180

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 6,112 64,640

為替換算調整勘定 15,173 39,302

その他の包括利益合計 21,286 103,942

四半期包括利益 514,581 480,123

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 512,379 476,878

少数株主に係る四半期包括利益 2,202 3,245
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 該当事項はありません。   

   

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31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   

（単位：千円） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、損害保険代理業及び不動産管

理業等を含んでおります。 

２．調整額は、セグメント間の取引消去であります。 

３．セグメント利益又は損失は、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。 

    

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年３月31日） 

 当社グループは単一の報告セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

（報告セグメントの変更等に関する事項） 

 前連結会計年度において、当社グループの報告セグメントである電気測定器事業は、販売体制を基礎とした地

域別セグメントから構成されており、「日本」、「米国」及び「アジア」の３つを報告セグメントとして開示し

ておりましたが、当第１四半期連結会計期間から、単一の報告セグメントに変更いたします。 

 従来、当社、国内子会社及び海外の現地法人は独立した経営単位であり、取り扱う製品について各地域の包括

的な戦略を立案し、事業活動を展開しておりました。このため、当社グループは、販売体制を基礎とした地域別

セグメントから構成されておりました。 

 現在、急速に進むグローバル化に対応するため、「グローバルブランドの確立」という重点方針を掲げ、改革

に取り組んでおります。その実現のために、世界的に展開する当社グループは、電気測定器という単一の製品群

の領域において、開発、製造、販売、修理・校正サービス等を行う有機的一体として機能する単一の組織体であ

ると認識し、当社が主導的にその経営戦略を立案し、 適資源配分を考え、業績評価を行う体制に変更いたしま

した。 

 従って、当社グループの報告セグメントである電気測定器事業は単一であり、当第１四半期連結会計期間か

ら、報告セグメントの記載を省略いたします。 

 なお、報告セグメントに含まれないその他の区分は、当社グループ従業員の福利厚生向上のために、損害保険

代理業及び当社所有の厚生施設の管理等を行っており、全セグメントの売上高、利益、資産に占める割合も僅少

であるため、記載を省略いたします。   

  

 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

  

報告セグメント（電気測定器事業） 
その他 

（注）１
合計 

調整額 

（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 

（注）３
日本 米国 アジア 計 

売上高     

外部顧客への
売上高 

3,542,470  174,776 445,646 4,162,893 15,379  4,178,273  － 4,178,273

セグメント間
の内部売上高
又は振替高  

385,146  － － 385,146 46,338  431,484  △431,484 －

計 3,927,617  174,776 445,646 4,548,039 61,717  4,609,757  △431,484 4,178,273

セグメント利益
又は損失（△） 

526,268  7,475 59,883 593,627 △2,615  591,012  19,088 610,100

（５）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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