
 

 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
 
  

  

   

   

 
 
  

      

 
     

 
  

  

(％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) 
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(百万円未満切捨て)

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）

（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 3,693 32.0 896 149.6 899 153.0 878 219.5
23年12月期第１四半期 2,798 △5.2 359 191.1 355 137.8 274 115.1

(注) 包括利益 24年12月期第１四半期 1,045百万円( 423.9％) 23年12月期第１四半期 199百万円( ―％)

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 31.46 ―
23年12月期第１四半期 9.72 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年12月期第１四半期 19,214 14,338 74.6
23年12月期 18,353 13,433 73.2

(参考) 自己資本 24年12月期第１四半期 14,335百万円 23年12月期 13,429百万円

２．配当の状況

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
24年12月期 ―

24年12月期(予想) ― ― 5.00 5.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

平成24年12月期の期末配当は５円とさせていただく予定です。なお、第２四半期末の配当につきましては、今後の業
績見通し等を踏まえて判断することとしているため未定であります。

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）

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) 5,900 25.2 650 161.9 650 157.8 600 272.2 21.49
通期 12,000 12.7 1,400 62.4 1,400 63.7 1,330 37.8 47.63

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

   

   

   

   

     

   

     

 

   

 

４．その他 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年12月期１Ｑ 29,000,000株 23年12月期 29,000,000株

② 期末自己株式数 24年12月期１Ｑ 1,078,160株 23年12月期 1,075,595株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期１Ｑ 27,923,927株 23年12月期１Ｑ 28,292,312株

発行済株式数に関する注記

※ 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
１. 上記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作成したものであり、当社としてその実現を約

束する趣旨のものではありません。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性が
あります。

２. 配当の状況に関しましては、平成24年12月期の期末配当は５円とさせていただく予定です。なお、第２四半期末
の配当は今後の業績見通し等を踏まえて判断していることとしているため未定であります。予想が可能になり次
第、速やかに公表いたします。



 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 

(参考)個別業績予想
 平成24年12月期の個別業績予想（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)

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) 5,700 29.1 550 295.5 600 60.0 580 88.3 20. 77

通 期 11,500 12.9 1,200 89.1 1,250 13.0 1,210 4.1 43. 33
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（事業環境） 

 当第１四半期連結累計期間の我が国経済は、急激な円高が一服し、欧州債務問題に関する懸念がやや

後退したことなどから株価水準も上昇し、緩やかな回復基調で推移してまいりました。その一方、原油

価格の高騰や今後の電力供給に関する問題など、不透明な状況は続いております。 

（受注、売上および受注残の状況） 

このような事業環境のなか、当社グループの当第１四半期連結累計期間の受注高は33億３千９百万円

（前年同期比25.0％増）となりました。売上高につきましては、期首受注残のうち顧客指定納期が当期

間であった案件が多く、これらの生産が順調に進捗したことから36億９千３百万円（前年同期比32.0％

増）となり、受注残高は33億４千８百万円（前年同期比10.5％増）となりました。 

（損益の状況） 

 損益面につきましては、生産が順調に進捗したことに加え、コスト管理の徹底や商品の高付加価値化

に努めた結果、営業利益は８億９千６百万円（前年同期比149.7％増）、経常利益は８億９千９百万円

（前年同期比153.0％増）、また四半期純利益は８億７千８百万円（前年同期比219.5％増）となりまし

た。 

セグメント別の業績は、次のとおりであります。  

＜計測機器＞ 

「計測機器」については、受注高が12億４千７百万円（前年同期比5.8％増）、売上高が11億９千６

百万円（前年同期比1.0％増）となり、堅調に推移しました。製品群別の概況では、回転・速度計測機

器、寸法・変位計測機器、トルク計測機器は、生産ライン向けの商品が順調に推移しました。音響・振

動計測機器、自動車性能計測機器については、開発・実験向け解析装置等の価格帯のやや高い商品の伸

びがありました。また、前連結会計年度から投入した新製品の販売が拡大したこと等により収益性が改

善した結果、営業利益は２億３千５百万円（前年同期比38.7％増）となりました。 

＜特注試験装置及びサービス＞ 

「特注試験機及びサービス」については、自動車業界関連を中心とした開発投資に回復傾向が見ら

れ、またエンジニアリングサービスも堅調であったことから、受注高は20億８千９百万円（前年同期比

43.4％増）となりました。売上高につきましては、期首受注残のうち顧客指定納期が当連結累計期間で

あった案件が多く、これらの生産が順調に推移したことから、24億９千５百万円（前年同期比58.0％

増）となりました。損益面につきましては、生産の進捗により損益分岐点を大きく越えたこと、全ての

案件でコスト管理を徹底したこと、またソフトウエアを含む付加価値の高い案件の比率が大きかったこ

と等が貢献し、営業利益は６億６千１百万円（前年同期比248.5％増）となりました。  

＜その他＞ 

「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、損害保険代理業務および当

社が所有する土地・建物の管理業務を行っております。 

当区分の外部顧客に対する売上高は２百万円、営業損失は０百万円となりました。前年同期には、同

区分に属する子会社として、労働者派遣業務を主たる業務とするユーテック（株）がありましたが、平

成23年６月に解散いたしました。その影響により、売上高は前年同期比で減少しましたが、営業損失は

ほぼ解消されました。 

  

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
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（参考）セグメント別の受注実績及び売上実績並びに営業利益実績 

 
(注) １  セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 上記金額は消費税を含んでおりません。 

 
(注) １ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 上記金額は消費税を含んでおりません。 

 
(注) １ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 上記金額は消費税を含んでおりません。 

  

当第１四半期連結累計期間末において、総資産は192億１千４百万円となり、前連結会計年度末と比

べ８億６千万円の増加となりました。主な内訳は、現金及び預金の増加、売掛金の増加、投資有価証券

の評価による増加によるものであります。負債は48億７千６百万円となり、前連結会計年度末と比べ４

千４百万円の減少となりました。主な内訳は、賞与引当金の増加、前受金の増加、社債の償還、長期借

入金の一部返済による減少であります。また、純資産は143億３千８百万円となり、前連結会計年度末

と比べ９億５百万円の増加となりました。主な内訳は、四半期純利益の計上によるものであります。 

当第１四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

<営業活動によるキャッシュ・フロー> 

営業活動によるキャッシュ・フローは９億３千５百万円の増加となりました。収入の主な内訳は、税

金等調整前四半期純利益８億８千６百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額２億７千万

円、法人税等の支払額４千１百万円であります。 

  受注実績 （単位：百万円）

セグメントの名称
前第１四半期
連結累計期間

当第１四半期
連結累計期間

増減（金額） 増減（比率）

計測機器 1,179 1,247 67 5.8％

特注試験装置及びサービス 1,456 2,089 632 43.4％

その他 35 2 △32 △94.1％

合計 2,671 3,339 667 25.0％

  売上実績 （単位：百万円）

セグメントの名称
前第１四半期
連結累計期間

当第１四半期
連結累計期間

増減（金額） 増減（比率）

計測機器 1,183 1,196 12 1.0％

特注試験装置及びサービス 1,579 2,495 915 58.0％

その他 35 2 △32 △94.1％

合計 2,798 3,693 895 32.0％

  営業利益実績（△損失） （単位：百万円）

セグメントの名称
前第１四半期
連結累計期間

当第１四半期
連結累計期間

増減（金額） 増減（比率）

計測機器 169 235 65 38.7%

特注試験装置及びサービス 189 661 471 248.5%

その他 △2 △0 1 △66.7％

（調整額） 2 1 △1 △60.6％

合計 359 896 537 149.7％

（２）連結財政状態に関する定性的情報

㈱小野測器（6858）平成24年12月期　第1四半期決算短信

3



  
<投資活動によるキャッシュ・フロー>  

投資活動によるキャッシュ・フローは、１千８百万円の支出となりました。主な内訳は、有形固定資

産の取得による支出１千８百万円であります。 

<財務活動によるキャッシュ・フロー> 

財務活動によるキャッシュ・フローは、４億９千８百万円の支出となりました。主な内訳は、社債の

償還２億円、長期借入金の一部返済１億６千６百万円、配当金の支払額１億３千万円であります。  

以上の結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ４億２千４百万円増加し、当第１四半

期連結累計期間末には25億９千２百万円となりました。  

  

当第１四半期連結累計期間につきましては、期首受注残のうち顧客指定納期が当期間であった案件が

多く、これらの生産が順調に進捗したことから、売上高が計画値より伸びることとなった一方、受注残

高は期首に比べ減少したため、第２四半期が指定納期である案件が少ない状況であります。また、当社

グループの第２四半期は、多くの顧客の新年度開始時期にあたることから受注の動きが鈍くなる傾向に

あります。このため、当社グループの第２四半期連結会計期間は損益分岐点売上高を維持することが難

しいものと考えております。 

現時点での業績予想としましては、売上高につきましては第２四半期連結累計期間および通期とも修

正はございません。一方、損益面につきましては、上記のとおり第２四半期連結累計期間において目減

りするものの、コスト管理の徹底や商品の高付加価値化等により収益性に改善がみられることから、第

２四半期連結累計期間及び通期の営業利益、経常利益、当期（四半期）純利益のいずれも修正すること

といたしました。修正後の数値につきましては、サマリー情報の連結業績予想および個別業績予想に記

載のとおりであります。  

なお、配当予想に関する修正はございません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（３）連結業績予想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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：百万円）

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 2,168 2,592

受取手形及び売掛金 3,514 3,949

商品及び製品 376 379

仕掛品 915 847

原材料及び貯蔵品 388 379

繰延税金資産 174 186

その他 141 153

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 7,678 8,488

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,042 3,978

土地 5,069 5,069

その他（純額） 506 485

有形固定資産合計 9,618 9,533

無形固定資産 67 60

投資その他の資産   

投資有価証券 718 877

従業員に対する長期貸付金 2 2

繰延税金資産 49 33

その他 220 219

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 989 1,131

固定資産合計 10,675 10,725

資産合計 18,353 19,214

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,564 1,559

1年内返済予定の長期借入金 333 333

1年内償還予定の社債 200 －

未払法人税等 39 18

賞与引当金 22 152

災害損失引当金 21 21

その他 506 733

流動負債合計 2,688 2,819
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（単位：百万円）

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) 

固定負債   

長期借入金 666 500

退職給付引当金 1,314 1,310

役員退職慰労引当金 157 143

環境対策引当金 15 15

その他 76 86

固定負債合計 2,231 2,057

負債合計 4,920 4,876

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,134 7,134

資本剰余金 2,293 2,293

利益剰余金 4,985 5,724

自己株式 △571 △571

株主資本合計 13,842 14,580

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △319 △160

為替換算調整勘定 △93 △85

その他の包括利益累計額合計 △412 △245

少数株主持分 3 3

純資産合計 13,433 14,338

負債純資産合計 18,353 19,214
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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：百万円）

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 2,798 3,693

売上原価 1,433 1,747

売上総利益 1,365 1,946

販売費及び一般管理費 1,006 1,049

営業利益 359 896

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 0 0

為替差益 － 4

賃貸収入 3 3

助成金収入 3 －

その他 2 7

営業外収益合計 9 16

営業外費用   

支払利息 4 3

社債利息 0 0

売上割引 5 6

支払手数料 2 3

その他 0 0

営業外費用合計 13 13

経常利益 355 899

特別損失   

退職給付制度終了損 － 12

固定資産除却損 － 0

災害による損失 27 －

投資有価証券評価損 26 －

特別損失合計 53 12

税金等調整前四半期純利益 301 886

法人税、住民税及び事業税 25 4

法人税等調整額 △1 4

法人税等合計 23 8

少数株主損益調整前四半期純利益 277 877

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2 △0

四半期純利益 274 878
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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：百万円）

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 277 877

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △82 159

為替換算調整勘定 4 8

その他の包括利益合計 △78 167

四半期包括利益 199 1,045

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 196 1,045

少数株主に係る四半期包括利益 2 △0

㈱小野測器（6858）平成24年12月期　第1四半期決算短信

8



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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) 

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 301 886

減価償却費 132 122

賞与引当金の増減額（△は減少） 28 129

退職給付引当金の増減額（△は減少） 30 △4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 0 △13

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 0

受取利息及び受取配当金 △0 △0

支払利息及び社債利息 5 3

固定資産除却損 － 0

売上債権の増減額（△は増加） △389 △270

たな卸資産の増減額（△は増加） 95 76

仕入債務の増減額（△は減少） 127 △7

未払消費税等の増減額（△は減少） 3 17

その他 △79 45

小計 256 984

利息及び配当金の受取額 0 0

利息の支払額 △11 △7

法人税等の支払額 △44 △41

営業活動によるキャッシュ・フロー 200 935

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △72 △18

無形固定資産の取得による支出 △0 △1

その他 0 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △71 △18

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） 300 －

長期借入金の返済による支出 △166 △166

社債の償還による支出 △200 △200

自己株式の純増減額（△は増加） △0 △0

配当金の支払額 △0 △130

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △67 △498

現金及び現金同等物に係る換算差額 4 5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 66 424

現金及び現金同等物の期首残高 2,906 2,168

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,972 2,592
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 該当事項はありません。 

  

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 

 
(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、損害保険代理業務および当社が所

有する土地・建物の管理業務、労働者派遣業を行っております。 

２  セグメント利益の調整額２百万円は、セグメント間取引消去であります。 

３  セグメント利益又はセグメント損失は、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) 

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  「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、損害保険代理業務および当社が所

有する土地・建物の管理業務を行っております。 

２  セグメント利益の調整額１百万円は、セグメント間取引消去であります。 

３  セグメント利益又はセグメント損失は、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。 

  

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

(単位：百万円)

報告セグメント

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計測機器

特注試験
装置及び 
サービス

計

売上高

  外部顧客への売上高 1,183 1,579 2,763 35 2,798 ― 2,798

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― 63 63 △63 ―

計 1,183 1,579 2,763 98 2,862 △63 2,798

セグメント利益又は 
セグメント損失（△）

169 189 359 △2 356 2 359

(単位：百万円)

報告セグメント

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計測機器

特注試験
装置及び 
サービス

計

売上高

  外部顧客への売上高 1,196 2,495 3,691 2 3,693 ― 3,693

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― 32 32 △32 ―

計 1,196 2,495 3,691 34 3,726 △32 3,693

セグメント利益又は 
セグメント損失（△）

235 661 896 △0 895 1 896

（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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