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1.  平成24年12月期第2四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年6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12月期第2四半期 6,560 △1.6 543 △9.2 554 △7.0 304 △13.5
23年12月期第2四半期 6,668 3.4 598 20.1 596 22.8 352 326.5

（注）包括利益 24年12月期第2四半期 354百万円 （△4.1％） 23年12月期第2四半期 369百万円 （―％）

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2四半期 12.26 ―
23年12月期第2四半期 13.95 ―

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2四半期 17,127 8,729 51.0 349.81
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2四半期  8,729百万円 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、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 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２Ｑ「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76
2,000株、871,714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。 

※  注記事項

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2Q 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2Q 804,164 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2Q 24,845,383 株 23年12月期2Q 25,239,460 株
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※ 当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した

資料を当社ホームページで掲載する予定です。 

・平成24年９月６日(木)・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 
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当第２四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復興需要への期待などにより、
一時景気回復への兆しを見せておりましたが、欧州債務危機の再燃、円高の長期化、中国をはじめとするアジア経済
の減速感の強まりなど、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２四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引き続き取り組んでまいりまし
た。 
 その結果、当第２四半期連結累計期間における受注高は、企業の設備投資の一部回復などにより、6,775百万円と前
第２四半期連結累計期間に比べ4.5％増加したものの、売上高については、6,560百万円と前第２四半期連結累計期間
に比べ1.6％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２四半期連結累計期間の営業利益は543百万円と前第
２四半期連結累計期間に比べ9.2％、経常利益は554百万円と前第２四半期連結累計期間に比べ7.0％とそれぞれ減益と
なりました。また、四半期純利益は、304百万円と前第２四半期連結累計期間に比べ13.5％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
然として企業の設備投資に慎重な姿勢が続いており、売上高は5,407百万円となり、前第２四半期連結累計期間に比べ
1.1％の減収となりました。 
 修理・保守業務につきましては、保守・点検業務が減少し、売上高は425百万円となり、前第２四半期連結累計期間
に比べ1.4％の減収となりました。 
 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5,833百万円となり、前第２四半期連結累計期間に比べ
1.1％の減収となり、セグメント利益(売上総利益)は2,231百万円となり、前第２四半期連結累計期間に比べ0.5％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、都市土木関連分野が低調であったため、売上高は727百万円と、前第２四半期連結累計期間に比べ5.5％の減収と
なり、セグメント利益(売上総利益)は240百万円となり、前第２四半期連結累計期間に比べ2.7％の減益となりまし
た。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産の部） 
 当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、17,127百万円となり、前連結会計年度末に比べ361百万円の減少
となりました。 
  流動資産につきましては、11,094百万円となり、前連結会計年度末に比べ253百万円の減少となりました。その主な
要因は、現金及び預金が107百万円、受取手形及び売掛金が69百万円、たな卸資産が43百万円それぞれ減少したことに
よるものであります。 
  固定資産につきましては、6,033百万円となり、前連結会計年度末に比べ108百万円の減少となりました。その主な
要因は、有形固定資産が107百万円減少したことによるものであります。 
（負債の部） 
 当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、8,398百万円となり、前連結会計年度末に比べ562百万円の減少
となりました。 
 流動負債につきましては、4,126百万円となり、前連結会計年度末に比べ269百万円の減少となりました。その主な
要因は、支払手形及び買掛金が123百万円、未払法人税等が114百万円それぞれ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4,272百万円となり、前連結会計年度末に比べ293百万円の減少となりました。その主な要因
は、長期借入金が286百万円減少したことによるものであります。 

（純資産の部） 
 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は8,729百万円となり、前連結会計年度末に比べ200百万円の増加
となりました。その主な要因は、利益剰余金が106百万円、その他有価証券評価差額金が47百万円それぞれ増加した一
方で、自己株式が45百万円減少したこと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

（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
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②キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益539百万円、減価償却費179百万

円、売上債権の減少69百万円、たな卸資産の減少43百万円等の資金流入に対し、仕入債務の減少123百万円、法人税等

の支払301百万円等の資金流出があり、全体では372百万円の資金流入(前年同四半期は1,328百万円の資金流入)となり

ました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の売却による収入22百万円等の資金流入に対

し、有形固定資産の取得55百万円、無形固定資産の取得11百万円等の資金流出があり、全体では39百万円の資金流出

(前年同四半期は58百万円の資金流出)となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、株式給付信託に係る自己株式の処分による収入44百万円の資

金流入がありましたが、長期借入金の返済286百万円、配当金の支払197百万円等により、全体では445百万円の資金流

出(前年同四半期は373百万円の資金流出)となりました。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期末残高は、前連結会計年度末と比べ107百万円減少し、3,147百万

円となりました。 

  

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。 

  
  

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(注記事項)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：千円)

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,610,026 3,502,514 

受取手形及び売掛金 4,541,785 4,472,405 

商品及び製品 850,539 916,663 

仕掛品 776,279 677,321 

未成工事支出金 49,503 29,882 

原材料及び貯蔵品 1,226,220 1,235,303 

その他 297,272 262,290 

貸倒引当金 △3,619 △2,217 

流動資産合計 11,348,009 11,094,162 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,664,227 2,581,375 

その他（純額） 1,350,339 1,325,609 

有形固定資産合計 4,014,567 3,906,984 

無形固定資産 109,726 106,716 

投資その他の資産   

その他 2,023,514 2,025,945 

貸倒引当金 △5,904 △5,894 

投資その他の資産合計 2,017,609 2,020,051 

固定資産合計 6,141,903 6,033,752 

資産合計 17,489,912 17,127,915 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,379,052 1,255,897 

短期借入金 980,000 980,000 

未払法人税等 276,986 162,099 

賞与引当金 156,056 179,954 

役員賞与引当金 3,100 14,796 

その他 1,600,433 1,533,707 

流動負債合計 4,395,628 4,126,454 

固定負債   

長期借入金 1,974,310 1,687,968 

退職給付引当金 2,427,324 2,430,058 

役員退職慰労引当金 123,885 113,762 

資産除去債務 11,459 11,573 

その他 28,949 28,784 

固定負債合計 4,565,929 4,272,146 

負債合計 8,961,558 8,398,600 
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30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 1,345,619 

利益剰余金 6,073,144 6,179,631 

自己株式 △254,429 △208,485 

株主資本合計 8,475,419 8,626,205 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 53,097 100,803 

為替換算調整勘定 △161 2,305 

その他の包括利益累計額合計 52,935 103,109 

純資産合計 8,528,354 8,729,314 

負債純資産合計 17,489,912 17,127,915 
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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23年１月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 6,668,549 6,560,671 

売上原価 4,179,820 4,088,758 

売上総利益 2,488,728 2,471,912 

販売費及び一般管理費 1,890,105 1,928,231 

営業利益 598,622 543,680 

営業外収益   

受取利息 696 2,017 

受取配当金 18,556 20,164 

保険配当金 12,113 13,081 

その他 19,350 13,634 

営業外収益合計 50,716 48,896 

営業外費用   

支払利息 34,609 29,187 

その他 18,698 9,058 

営業外費用合計 53,308 38,245 

経常利益 596,031 554,331 

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 4,110 13,234 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,836 － 

固定資産除却損 － 5,251 

特別損失合計 12,947 18,486 

税金等調整前四半期純利益 583,084 539,727 

法人税、住民税及び事業税 160,062 184,816 

法人税等調整額 70,892 50,214 

法人税等合計 230,954 235,031 

少数株主損益調整前四半期純利益 352,130 304,696 

四半期純利益 352,130 304,696 
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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23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 352,130 304,696 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 18,987 47,706 

為替換算調整勘定 △1,192 2,467 

その他の包括利益合計 17,795 50,173 

四半期包括利益 369,925 354,870 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 369,925 354,870 

㈱共和電業(6853)　平成24年12月期第2四半期決算短信

- 7 -



（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23年１月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６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 583,084 539,727 

減価償却費 197,125 179,201 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,745 △1,411 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △42,460 2,734 

賞与引当金の増減額（△は減少） 22,815 23,897 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △23,636 11,696 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △123,463 △10,123 

受取利息及び受取配当金 △19,252 △22,181 

支払利息 34,609 29,187 

投資有価証券評価損益（△は益） 4,110 13,234 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,836 － 

売上債権の増減額（△は増加） 766,660 69,438 

たな卸資産の増減額（△は増加） 190,849 43,386 

仕入債務の増減額（△は減少） 101,434 △123,869 

その他 △232,977 △74,032 

小計 1,470,484 680,886 

利息及び配当金の受取額 19,215 22,433 

利息の支払額 △34,936 △29,946 

法人税等の支払額 △147,578 △301,049 

法人税等の還付額 21,053 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,328,238 372,324 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △20,000 － 

投資有価証券の売却による収入 3,850 22,366 

有形固定資産の取得による支出 △28,974 △55,075 

無形固定資産の取得による支出 △18,350 △11,762 

その他 4,847 4,797 

投資活動によるキャッシュ・フロー △58,627 △39,672 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 550,000 － 

長期借入金の返済による支出 △442,602 △286,956 

自己株式の取得による支出 △300,136 △121 

自己株式の処分による収入 26,511 44,420 

配当金の支払額 △204,078 △197,976 

その他 △3,159 △4,634 

財務活動によるキャッシュ・フロー △373,464 △445,268 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △570 5,104 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 895,576 △107,512 

現金及び現金同等物の期首残高 2,802,733 3,255,026 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 48,319 － 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,746,628 3,147,514 
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  該当事項はありません。  

  

Ⅰ．前第２四半期連結累計期間(自 平成23年１月１日 至 平成23年６月30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２四半期連結累計期間(自 平成24年１月１日 至 平成24年６月30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。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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 5,899,457 769,091 6,668,549 ― 6,668,549

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

― ― ― ― ―

計 5,899,457 769,091 6,668,549 ― 6,668,549

セグメント利益 2,242,172 246,556 2,488,728 ― 2,488,728

(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 5,833,496 727,174 6,560,671 ― 6,560,671

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

― ― ― ― ―

計 5,833,496 727,174 6,560,671 ― 6,560,671

セグメント利益 2,231,893 240,018 2,471,912 ― 2,471,912

（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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(1)生産、受注及び販売の状況 

当第２四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２四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２四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 7,080,881 109.8

 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 6,014,080 103.9 1,869,495 98.5

 コンサルティング 761,563 110.0 258,703 106.0

合計 6,775,643 104.5 2,128,198 99.4

 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 5,833,496 98.9

 コンサルティング 727,174 94.5

合計 6,560,671 98.4
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