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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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 ％

25年3月期第2四半期 5,745 △6.8 62 △81.1 93 △71.9 16 △91.2
24年3月期第2四半期 6,166 25.6 330 88.8 332 82.7 189 463.6

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 4百万円 （△97.9％） 24年3月期第2四半期 227百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 0.75 ―
24年3月期第2四半期 8.46 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 18,660 10,841 56.9
24年3月期 19,176 10,949 56.1
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  10,617百万円 24年3月期  10,750百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 5.00 5.00

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）  
（％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 12,060 △5.8 210 △62.7 250 △60.9 13 △95.7 0.58



(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 

（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） 

※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の対象外でありますが、この四半期決算短信開示時点において、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を受けております。 

※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

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 26,180,000 株 24年3月期 26,180,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 3,775,430 株 24年3月期 3,775,430 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 22,404,570 株 24年3月期2Q 22,405,042 株
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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、復興需要とエコカー補助金の政策効果に支えら

れ回復を続けてきましたが、長引く欧州債務問題等による海外経済の低迷や長期化する円高の影響な

どにより厳しい状況が続いております。また、中韓両国との外交摩擦が発生しており、この問題が長

引いた場合の影響が懸念されます。 

このような経営環境の下、当企業グループは、当連結会計年度を３年目とする中期経営計画「OVAL 

PHOENIX PLAN 2015」に掲げた、海外システムビジネスの拡大、LNG市場への展開、新市場開拓等の諸

戦略の推進を継続してまいりました。 

これらの結果、当第2四半期連結累計期間の受注高は5,666百万円で前年同四半期に比べ13.4%の減

少、売上高は5,745百万円で前年同四半期に比べ6.8%の減収、利益面では営業利益は62百万円で前年同

四半期に比べ81.1%の減益、経常利益は93百万円で前年同四半期に比べ71.9%の減益、四半期純利益は

16百万円で前年同四半期に比べ91.2%の減益となりました。 

事業部門別の状況については、次のとおりであります。 

(センサ部門) 

震災復興案件の効果は減少し、国内での設備投資減少などの影響等により当部門の受注高は前年

同四半期比8.4%減の3,404百万円、売上高は前年同四半期比10.8%減の3,335百万円となりました。 

(システム部門) 

受注高は海外大口案件の受注減少により、前年同四半期比32.6%減の1,061百万円となりました。

売上高は前々期受注海外大口案件等の売上はあったものの、前年同四半期比1.0%減の1,191百万円と

なりました。 

(サービス部門) 

顧客からのメンテナンス依頼はほぼ横ばいの状況であり、受注高は前年同四半期比3.9%減の1,189

百万円、売上高は前年同四半期比0.3%減の1,207百万円となりました。 

(その他の部門) 

受注高、売上高共に前年同四半期比12.5%減の11百万円となりました。 
  

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ516百万円減少し18,660

百万円となりました。流動資産は、466百万円減少し9,654百万円となりました。これは主に、仕掛品

が238百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が404百万円、現金及び預金が315百万円減少したこ

とによるものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ49百万円減少し9,005百万円となりま

した。これは主に、投資その他の資産のその他が48百万円減少したことによるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ408百万円減少し、

7,818百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ259百万円減少し、4,093百万円とな

りました。これは主に、支払手形及び買掛金が95百万円増加しましたが、その他が362百万円減少した

ことによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて148百万円減少し、3,725百万円

となりました。これは主に、長期借入金が123百万円減少したことによるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ108百万円減少し、

10,841百万円となりました。これは主に少数株主持分が25百万円、為替換算調整勘定が19百万円増加

しましたが、利益剰余金が95百万円、その他有価証券評価差額金が58百万円減少したことによるもの

であります。 
  

当第２四半期連結累計期間における業績の動向を勘案し、第２四半期連結累計期間(平成24年９月24

日公表)および通期の連結業績予想(平成24年５月15日公表)を変更しております。詳細につきまして

は、平成24年11月９日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

なお、業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものです。実際

の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

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

（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。 
  

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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。 

この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

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24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,300,636 1,985,151

受取手形及び売掛金 5,476,322 5,071,613

商品及び製品 486,638 455,620

仕掛品 293,506 531,794

原材料及び貯蔵品 1,197,315 1,271,744

その他 371,498 343,318

貸倒引当金 △4,822 △5,102

流動資産合計 10,121,095 9,654,138

固定資産

有形固定資産

土地 5,575,409 5,575,685

その他（純額） 1,843,647 1,818,806

有形固定資産合計 7,419,057 7,394,492

無形固定資産 83,341 107,015

投資その他の資産

その他 1,563,265 1,514,503

貸倒引当金 △10,110 △10,110

投資その他の資産合計 1,553,155 1,504,393

固定資産合計 9,055,553 9,005,901

資産合計 19,176,649 18,660,040
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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２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,647,875 1,743,585

短期借入金 1,241,410 1,293,628

未払法人税等 62,193 43,765

賞与引当金 260,725 234,738

その他 1,140,636 777,690

流動負債合計 4,352,842 4,093,407

固定負債

長期借入金 449,284 325,424

再評価に係る繰延税金負債 1,761,864 1,761,864

退職給付引当金 1,287,642 1,286,169

役員退職慰労引当金 50,629 47,132

環境対策引当金 13,801 13,801

資産除去債務 21,539 21,608

その他 289,749 269,539

固定負債合計 3,874,511 3,725,539

負債合計 8,227,353 7,818,947

純資産の部

株主資本

資本金 2,200,000 2,200,000

資本剰余金 2,124,989 2,124,989

利益剰余金 3,786,160 3,690,867

自己株式 △402,847 △402,847

株主資本合計 7,708,302 7,613,009

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 76,385 18,351

繰延ヘッジ損益 △873 －

土地再評価差額金 3,107,332 3,107,332

為替換算調整勘定 △140,391 △121,245

その他の包括利益累計額合計 3,042,451 3,004,438

少数株主持分 198,541 223,643

純資産合計 10,949,296 10,841,092

負債純資産合計 19,176,649 18,660,040
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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４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 6,166,538 5,745,998

売上原価 4,045,384 3,827,928

売上総利益 2,121,154 1,918,069

販売費及び一般管理費 1,790,382 1,855,433

営業利益 330,772 62,636

営業外収益

受取利息 1,837 2,167

受取配当金 6,977 6,362

持分法による投資利益 2,496 7,715

受取賃貸料 12,512 8,071

保険返戻金 8,756 26,950

その他 10,527 18,587

営業外収益合計 43,107 69,855

営業外費用

支払利息 14,545 11,440

為替差損 26,154 25,179

その他 861 2,428

営業外費用合計 41,561 39,048

経常利益 332,318 93,443

特別利益

有形固定資産売却益 － 164

特別利益合計 － 164

特別損失

有形固定資産除却損 279 352

特別損失合計 279 352

税金等調整前四半期純利益 332,039 93,255

法人税、住民税及び事業税 123,753 39,769

法人税等調整額 △3,956 14,454

法人税等合計 119,797 54,224

少数株主損益調整前四半期純利益 212,242 39,030

少数株主利益 22,771 22,300

四半期純利益 189,470 16,729
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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４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 212,242 39,030

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △7,953 △58,033

繰延ヘッジ損益 － 873

為替換算調整勘定 23,679 23,115

持分法適用会社に対する持分相当額 △219 △259

その他の包括利益合計 15,506 △34,303

四半期包括利益 227,748 4,727

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 200,382 △21,283

少数株主に係る四半期包括利益 27,365 26,010
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該当事項はありません。 
  

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）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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