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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 3,639 △5.9 472 △12.8 478 △10.4 298 △11.2
23年12月期第1四半期 3,869 8.7 542 25.3 533 29.7 335 354.5

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 393百万円 （12.3％） 23年12月期第1四半期 350百万円 （―％）

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 12.02 ―
23年12月期第1四半期 13.05 ―

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 17,825 8,736 49.0 351.84
23年12月期 17,489 8,528 48.8 344.22
（参考） 自己資本   24年12月期第1四半期  8,736百万円 23年12月期  8,528百万円

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12月期 ― ― ― 8.00 8.00
24年12月期 ―
24年12月期（予想） ― ― 8.00 8.00

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) 7,000 5.0 550 △8.1 500 △16.1 280 △20.5 11.20
通期 14,000 7.3 1,100 18.8 1,050 17.9 550 41.6 22.01



(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） 

当社は株式給付信託を導入しており、当該信託に株式給付信託口が所有する株式については、四半期連結財務諸表において自己株式として会計処理し
ているため、平成24年12月期１Ｑ 「期末自己株式数」 及び 「期中平均株式数（四半期累計）」 には、当該株式給付信託が所有する当社株式の数(それ
ぞれ887,000株、913,500株)を含めて算定しております。 

※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きの対象外であり、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
四半期レビュー手続き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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資
料】Ｐ．２ 「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）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

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12月期1Q 25,758,800 株 23年12月期 25,758,800 株
② 期末自己株式数 24年12月期1Q 928,626 株 23年12月期 982,626 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 24,803,674 株 23年12月期1Q 25,718,948 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州における債務危機の回避や米国の景気改善等による円高の
修正、復興需要への期待により、景気回復への兆しがでてきております。しかし、原油の高騰、欧州債務危機の再燃
や中国経済の減速懸念など、景気全体の先行きについては依然として不透明な状況が続いております。 
 計測機器業界におきましては、製造業の生産の回復は進んだものの、企業の設備投資に対する慎重な姿勢が続き、
本格的な回復にはいたらず、依然として厳しい状況が続いております。 
 このような事業環境のなか、当第１四半期連結累計期間は、第３次中期経営計画の最終年度として、「急激な市場
環境の変化に耐えうる企業体質の確立」に向けて、市場のグローバル化やグループ全体の全社最適化と効率的な業務
推進による「低コスト体制の確立」に向けて、収益体質の改善をはかる各種施策に取り組んでまいりました。 
 その結果、当第１四半期連結累計期間における受注高は、企業の設備投資の凍結などにより、3,212百万円と前第１
四半期連結累計期間に比べ6.7％の減少となりました。売上高につきましても、3,639百万円と前第１四半期連結累計
期間に比べ5.9％の減収となりました。 
  収益につきましては、売上高が減収となったことにより、当第１四半期連結累計期間の営業利益は472百万円と前第
１四半期連結累計期間に比べ12.8％、経常利益は478百万円と前第１四半期連結累計期間に比べ10.4％とそれぞれ減益
となりました。また、四半期純利益は、298百万円と前第１四半期連結累計期間に比べ11.2％の減益となりました。 
 セグメント別の状況は、次のとおりであります。 
①計測機器 
 センサ及び測定器等の製品販売につきましては、製造業の生産の回復により設備投資は回復傾向にあるものの、依
然として企業に設備投資に慎重な姿勢が続いており、売上高は2,973百万円となり、前第１四半期連結累計期間に比べ
6.5％の減収となりました。 
 修理・保守業務につきましては、機器修理関連が堅調に推移し、売上高は254百万円となり、前第１四半期連結累計
期間に比べ1.3％の増収となりました。 
 以上の結果、計測機器セグメントにつきましては、売上高は3,227百万円となり、前第１四半期連結累計期間に比べ
6.0％の減収となり、セグメント利益(売上総利益)は1,276百万円となり、前第１四半期連結累計期間に比べ3.2％の減
益となりました。 
②コンサルティング 
 コンサルティングにつきましては、ダムの安全性を計測するセンサの設置等のダム関連分野が堅調に推移したもの
の、工事関連分野が低調であったため、売上高は412百万円と、前第１四半期連結累計期間に比べ5.9％の減収とな
り、セグメント利益(売上総利益)は143百万円となり、前第１四半期連結累計期間に比べ2.0％の減益となりました。 

  

（資産の部） 
 当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、17,825百万円となり、前連結会計年度末に比べ335百万円の増加
となりました。 
  流動資産につきましては、11,671百万円となり、前連結会計年度末に比べ323百万円の増加となりました。その主な
要因は、現金及び預金が418百万円減少した一方で、受取手形及び売掛金が652百万円、繰延税金資産が89百万円それ
ぞれ増加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、6,153百万円となり、前連結会計年度末に比べ11百万円の増加となりました。その主な要
因は、有形固定資産が50百万円、繰延税金資産が54百万円それぞれ減少した一方で、投資有価証券が113百万円増加し
たことによるものであります。 
（負債の部） 
 当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、9,089百万円となり、前連結会計年度末に比べ127百万円の増加
となりました。 
 流動負債につきましては、4,619百万円となり、前連結会計年度末に比べ224百万円の増加となりました。その主な
要因は、賞与引当金が267百万円増加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4,469百万円となり、
前連結会計年度末に比べ96百万円の減少となりました。その主な要因は、長期借入金が91百万円減少したことによる
ものであります。 

（純資産の部） 
 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は8,736百万円となり、前連結会計年度末に比べ207百万円の増加
となりました。その主な要因は、利益剰余金が99百万円、その他有価証券評価差額金が91百万円それぞれ増加したこ
とによるものであります。 

  

業績予想につきましては、平成24年2月7日の決算短信で公表いたしました連結業績予想に変更はありません。 
  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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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。 

  

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

㈱共和電業(6853)　平成24年12月期第1四半期決算短信

- 3 -



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 3,610,026 3,191,918 

受取手形及び売掛金 4,541,785 5,193,892 

商品及び製品 850,539 814,230 

仕掛品 776,279 715,724 

未成工事支出金 49,503 46,306 

原材料及び貯蔵品 1,226,220 1,301,634 

その他 297,272 410,647 

貸倒引当金 △3,619 △2,589 

流動資産合計 11,348,009 11,671,766 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,664,227 2,619,310 

その他（純額） 1,350,339 1,345,204 

有形固定資産合計 4,014,567 3,964,514 

無形固定資産 109,726 111,304 

投資その他の資産   

その他 2,023,514 2,083,538 

貸倒引当金 △5,904 △5,897 

投資その他の資産合計 2,017,609 2,077,641 

固定資産合計 6,141,903 6,153,460 

資産合計 17,489,912 17,825,226 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,379,052 1,452,485 

短期借入金 980,000 950,000 

未払法人税等 276,986 256,139 

賞与引当金 156,056 424,051 

役員賞与引当金 3,100 8,898 

その他 1,600,433 1,528,073 

流動負債合計 4,395,628 4,619,648 

固定負債   

長期借入金 1,974,310 1,883,077 

退職給付引当金 2,427,324 2,436,911 

役員退職慰労引当金 123,885 106,684 

資産除去債務 11,459 11,516 

その他 28,949 31,201 

固定負債合計 4,565,929 4,469,391 

負債合計 8,961,558 9,089,039 
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,309,440 1,309,440 

資本剰余金 1,347,263 1,346,182 

利益剰余金 6,073,144 6,173,024 

自己株式 △254,429 △240,532 

株主資本合計 8,475,419 8,588,114 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 53,097 144,783 

為替換算調整勘定 △161 3,288 

その他の包括利益累計額合計 52,935 148,072 

純資産合計 8,528,354 8,736,187 

負債純資産合計 17,489,912 17,825,226 
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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 3,869,966 3,639,979 

売上原価 2,404,546 2,219,532 

売上総利益 1,465,420 1,420,446 

販売費及び一般管理費 923,224 947,665 

営業利益 542,195 472,781 

営業外収益   

受取利息 490 1,015 

受取配当金 288 288 

為替差益 74 9,681 

保険事務手数料 1,127 1,095 

助成金収入 8,338 4,533 

その他 4,196 6,128 

営業外収益合計 14,515 22,741 

営業外費用   

支払利息 17,268 14,540 

その他 5,499 2,514 

営業外費用合計 22,767 17,055 

経常利益 533,943 478,467 

特別利益   

投資有価証券売却益 － 3,881 

特別利益合計 － 3,881 

特別損失   

投資有価証券評価損 3,943 10,534 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,836 － 

特別損失合計 12,779 10,534 

税金等調整前四半期純利益 521,163 471,814 

法人税、住民税及び事業税 216,214 259,526 

法人税等調整額 △30,775 △85,801 

法人税等合計 185,439 173,724 

少数株主損益調整前四半期純利益 335,723 298,089 

四半期純利益 335,723 298,089 
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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 335,723 298,089 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 14,503 91,686 

為替換算調整勘定 83 3,450 

その他の包括利益合計 14,586 95,137 

四半期包括利益 350,310 393,226 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 350,310 393,226 
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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）セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の売上総利益の金額と一致しております。 

  

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）セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の売上総利益の金額と一致しております。 

  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

(セグメント情報)

(単位：千円)

報告セグメント

調整額

 
四半期連結 
損益計算書 

計上額 
 

計測機器
コンサル 
ティング

計

売上高

 外部顧客への売上高 3,431,848 438,118 3,869,966 ― 3,869,966

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,431,848 438,118 3,869,966 ― 3,869,966

セグメント利益 1,318,641 146,778 1,465,420 ― 1,465,420

(単位：千円)

報告セグメント

調整額

 
四半期連結 
損益計算書 

計上額 
 

計測機器
コンサル 
ティング

計

売上高

 外部顧客への売上高 3,227,597 412,382 3,639,979 ― 3,639,979

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,227,597 412,382 3,639,979 ― 3,639,979

セグメント利益 1,276,622 143,824 1,420,446 ― 1,420,446

（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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(1)生産、受注及び販売の状況 

当第１四半期連結累計期間における生産実績は、次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は標準販売価格によっております。 

     ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期連結累計期間における受注状況は、次のとおりであります。 

 
(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期連結累計期間における販売実績は、次のとおりであります。 

  

 
(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．補足情報

 ①生産実績

セグメントの名称 金額(千円) 前年同期比(％)

 計測機器 3,712,403 108.1

 ②受注実績

セグメントの名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

 計測機器 2,791,256 92.2 1,252,572 78.2

 コンサルティング 421,513 101.2 233,444 78.1

合計 3,212,769 93.3 1,486,016 78.2

 ③販売実績

セグメントの名称 金額(千円) 前年同期比(％)

 計測機器 3,227,597 94.0

 コンサルティング 412,382 94.1

合計 3,639,979 94.1
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