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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６月30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 ％

25年３月期第１四半期 4,604 △3.2 402 △36.8 422 △37.9 286 △34.6

24年３月期第１四半期 4,755 1.0 636 △4.2 680 1.7 438 0.1

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 204百万円( △56.2％) 24年３月期第１四半期 466百万円( 40.7％)

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

25年３月期第１四半期 12.35 －

24年３月期第１四半期 18.88 －

（２）連結財政状態

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

25年３月期第１四半期 33,357 25,388 76.1 1,093.70

24年３月期 33,175 25,382 76.5 1,093.40

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 25,388百万円 24年３月期 25,382百万円

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

24年３月期 － 8.50 － 8.50 17.00

25年３月期 －

25年３月期(予想) 8.50 － 8.50 17.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３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) 10,350 △1.0 1,230 △14.7 1,300 △10.5 890 △4.4 38.34

通期 20,800 1.0 2,480 △5.0 2,600 △6.1 1,700 2.6 73.23

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

     

     

   

   

     

 

 

 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社 （社名） 、 除外 －社 （社名）

（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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当して

おります。詳細は、添付資料3ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再

表示をご覧下さい。 

 

（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) 25年３月期１Ｑ 23,661,000株 24年３月期 23,661,000株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 447,200株 24年３月期 446,486株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 23,213,800株 24年３月期１Ｑ 23,217,456株

※ 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。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のご利用に

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。
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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 

当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災からの復興需要の広がりとともに緩やかな回復傾

向にあるものの、欧州財政不安を背景とした世界的な景気の停滞や円高の長期化、電力供給への懸念等により、

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、主要顧客の設備投資抑制により需要が減少

し、企業間競争も一段と激化していることから、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１四半期連結累計期間における売上高は46億４百万円（前年同四半期比3.2％

減）、営業利益は４億２百万円（前年同四半期比36.8％減）、経常利益は４億２千２百万円（前年同四半期比

37.9％減）、四半期純利益は２億８千６百万円（前年同四半期比34.6％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１四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１億８千２百万円増加

し、333億５千７百万円（前連結会計年度末比0.5％増）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２億３千４百万円増加し、206億５千６百万円となりました。これは主に、現金及び預金が５

億９千９百万円増加したこと及び流動資産その他に含まれる未収入金が１億５百万円増加した一方、受取手形

及び売掛金が３億６百万円減少したこと及びたな卸資産が２億２千５百万円減少したこと等によるものであり

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５千２百万円減少し、127億円となりました。こ

れは主に、有形固定資産が１億２千万円増加した一方、投資有価証券が１億８千５百万円減少したこと等によ

るものであります。 

当第１四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１億７千５百万円増加

し、79億６千８百万円（前連結会計年度末比2.3％増）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２億９千５百万円増加し、62億４千３百万円となりました。これは主に、短期借入金が２億８

千４百万円増加したこと及び流動負債その他に含まれる未払費用が５億４千６百万円増加した一方、支払手形

及び買掛金が２億６千５百万円減少したこと及び賞与引当金が１億２千６百万円減少したこと等によるもので

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１億１千９百万円減少し、17億２千４百万

円となりました。これは主に、長期借入金が９千８百万円減少したこと等によるものであります。 

当第１四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６百万円増加し、253億

８千８百万円（前連結会計年度末比0.0％増）となりました。これは主に、連結四半期純利益２億８千６百万円

を計上した一方、剰余金の配当支払いが１億９千７百万円あった結果、利益剰余金が８千９百万円増加したこ

と及び為替換算調整勘定が５千４百万円増加した一方で、その他有価証券評価差額金が１億３千７百万円減少

したこと等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24年５月15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。 
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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 

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 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以

後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は

軽微であります。 
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,841,481 7,440,747

受取手形及び売掛金 8,148,710 7,841,782

有価証券 601,100 601,198

商品及び製品 1,924,479 1,614,567

仕掛品 1,342,771 1,434,629

原材料及び貯蔵品 709,008 701,409

その他 866,379 1,031,240

貸倒引当金 △11,776 △9,176

流動資産合計 20,422,154 20,656,399

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,004,865 2,081,464

機械装置及び運搬具（純額） 108,184 102,287

土地 5,542,447 5,543,955

建設仮勘定 171,801 138,998

その他（純額） 584,760 666,259

有形固定資産合計 8,412,060 8,532,965

無形固定資産 590,079 579,706

投資その他の資産   

投資有価証券 2,505,375 2,320,203

その他 1,280,700 1,301,206

貸倒引当金 △35,241 △33,241

投資その他の資産合計 3,750,834 3,588,168

固定資産合計 12,752,974 12,700,841

資産合計 33,175,129 33,357,240
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,298,581 2,032,971

短期借入金 991,945 1,276,710

1年内償還予定の社債 400,000 400,000

未払法人税等 390,262 340,029

賞与引当金 470,903 344,192

製品保証引当金 117,728 117,728

受注損失引当金 13,619 18,300

その他 1,264,938 1,713,740

流動負債合計 5,947,979 6,243,672

固定負債   

長期借入金 945,815 847,755

退職給付引当金 124,570 119,476

負ののれん 15,527 11,645

その他 758,550 745,729

固定負債合計 1,844,463 1,724,606

負債合計 7,792,443 7,968,279

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 19,873,389 19,962,489

自己株式 △258,900 △259,277

株主資本合計 25,006,208 25,094,930

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 549,071 412,009

為替換算調整勘定 △172,593 △117,979

その他の包括利益累計額合計 376,477 294,030

純資産合計 25,382,685 25,388,961

負債純資産合計 33,175,129 33,357,240
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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４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 4,755,815 4,604,057

売上原価 2,742,244 2,785,432

売上総利益 2,013,570 1,818,625

販売費及び一般管理費 1,377,311 1,416,610

営業利益 636,259 402,014

営業外収益   

受取利息 1,139 1,707

受取配当金 24,474 27,303

負ののれん償却額 3,881 3,881

持分法による投資利益 35,529 24,947

受取保険金及び配当金 － 746

雑収入 14,852 12,113

営業外収益合計 79,878 70,700

営業外費用   

支払利息 13,320 12,448

為替差損 21,066 31,587

雑損失 797 5,746

営業外費用合計 35,185 49,782

経常利益 680,952 422,932

特別利益   

投資有価証券売却益 199 －

特別利益合計 199 －

特別損失   

固定資産売却損 4,400 204

災害による損失 550 －

特別損失合計 4,950 204

税金等調整前四半期純利益 676,201 422,727

法人税、住民税及び事業税 302,372 275,796

法人税等調整額 △64,448 △139,845

法人税等合計 237,923 135,950

少数株主損益調整前四半期純利益 438,277 286,776

四半期純利益 438,277 286,776
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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４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４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 438,277 286,776

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 5,592 △137,061

為替換算調整勘定 16,592 50,151

持分法適用会社に対する持分相当額 5,913 4,463

その他の包括利益合計 28,098 △82,446

四半期包括利益 466,376 204,329

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 466,376 204,329

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（４）セグメント情報等 

（セグメント情報等） 

前第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自平成24年４月１日 至平成24年６月30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。 

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 

（６）重要な後発事象 

該当事項はありません。 
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