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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 33,069 8.5 956 34.8 904 42.4 565 △20.6
24年3月期第2四半期 30,480 8.8 709 57.1 635 89.7 712 173.2

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 506百万円 （△26.4％） 24年3月期第2四半期 688百万円 （317.9％）

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 72.09 ―
24年3月期第2四半期 90.83 ―

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 34,018 8,103 23.6
24年3月期 37,088 7,757 20.8
（参考） 自己資本  25年3月期第2四半期  8,043百万円 24年3月期  7,705百万円

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 ― 7.00 ― 20.00 27.00
25年3月期 ― 12.00
25年3月期（予想） ― 20.00 32.00

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 70,000 3.0 1,500 △11.2 1,400 △16.9 1,000 △28.3 127.40



(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  ：  有  
(注)詳細は、添付資料3ページ「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(注)詳細は、添付資料3ページ「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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手続の対象外でありますが、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
基づく四半期報告書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 
  本資料に掲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仮定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
料の3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  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 7,879,005 株 24年3月期 7,879,005 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 29,824 株 24年3月期 29,814 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 7,849,182 株 24年3月期2Q 7,849,345 株
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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２四半期連結累計期間における世界経済は、米国での経済の足踏み、欧州債務危機や中国

経済の減速傾向が顕著となる等、先行き不透明な状況で推移いたしました。我が国経済は、東日

本大震災の復興需要などにより緩やかな回復基調にあるものの、円高による輸出の減少、自動車

業界での海外生産シフト、国内での設備投資への慎重な対応が強化されるなど、先行きの不透明

感が高まる状況が継続いたしました。一方、当社グループが属する電子計測器、電源機器、環境

試験機器等の業界におきましては、自動車業界での海外生産シフトに伴い、海外での生産設備向

けの試験機等の受注が好調に推移したことに加え、電力不足への対応として、太陽光発電、ＬＥ

Ｄや蓄電装置等の分野では積極的な研究開発が進められております。このような経済環境の下、

当社グループは、国内・海外の幅広い営業拠点網を活用して、環境・エネルギー関連市場を中心

に積極的なソリューション営業活動を展開いたしました。東アジアでは、やや景気に翳りが出て

きたものの比較的良好な景気を背景として、中国、タイ、ベトナム等の海外子会社の業績が順調

に推移いたしました。 
以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は33,069百万円（前年同四半期比8.5％増）

となりました。損益面では、個別で粗利益率が0.5％程度改善したことから、営業利益は956百万

円（前年同四半期比246百万円増）となりました。欧州の債務危機の影響で、為替相場が引き続

き円高となったことから、為替差損が発生したことで、経常利益は904百万円（前年同四半期比2

69百万円増）となりました。 
四半期純利益は、税金分を差し引いて、565百万円（前年同四半期比147百万円減）となりまし

た。 

  

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて3,070百万円減少し、34,

018百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて2,937百万円減少し、31,223百万円となりました。商

品及び製品が294百万円増加いたしましたが、現金及び預金が729百万円、受取手形及び売掛金が

2,557百万円減少したこと等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て132百万円減少し、2,794百万円となりました。土地の

売却により40百万円、投資有価証券の時価評価等により63百万円、のれん等の償却により無形固

定資産が15百万円減少したこと等によるものであります。 

 

(負債) 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて3,949百万円減少し、23,160百万円となりました。支

払手形及び買掛金が2,356百万円、短期借入金が1,343百万円減少したこと等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533百万円増加し、2,754百万円となりました。長期借

入金が533百万円増加したこと等によるものであります。 
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（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べて345百万円増加し、8,103百万円となりました。配当金の

支払いにより156百万円、その他の包括利益累計額合計が70百万円減少しましたが、四半期純利

益565百万円を計上したことにより利益剰余金が408百万円増加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 

平成25年３月期第２四半期の業績予想につきましては、平成24年10月25日公表の「業績予想及

び配当予想の修正に関するお知らせ」のとおり修正を行っております。 
平成25年３月期通期業績予想につきましては、尖閣問題を契機とする日中間の政治問題が実体

経済に重大な影響を与える事態となっており、世界経済も減速傾向にあること、また液晶TVに代

表されるデジタル家電の不振等、不透明感が急速に増大していることを勘案し、修正致しません。 

 

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 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対す

る税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じ

て計算しております。ただし、見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結

果となる場合には、重要な加減算項目を考慮して税金費用を算定しております。 

 

(3)  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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 

一部の国内連結子会社は、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への影響は軽微であります。 

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
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４．四半期連結財務諸表 
（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 3,941,593 3,211,817

受取手形及び売掛金 27,551,482 24,994,341

商品及び製品 1,596,816 1,891,113

仕掛品 18,457 17,084

原材料及び貯蔵品 43,277 51,203

繰延税金資産 230,430 230,546

未収消費税等 － 65,986

その他 797,190 800,560

貸倒引当金 △17,603 △38,689

流動資産合計 34,161,645 31,223,964

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 788,702 786,841

減価償却累計額 △367,064 △375,878

建物及び構築物（純額） 421,638 410,962

車両運搬具 104,605 109,520

減価償却累計額 △61,529 △69,542

車両運搬具（純額） 43,075 39,977

工具、器具及び備品 690,780 727,607

減価償却累計額 △525,674 △552,047

工具、器具及び備品（純額） 165,106 175,560

土地 999,513 959,213

リース資産 12,096 12,096

減価償却累計額 △3,987 △5,040

リース資産（純額） 8,109 7,055

有形固定資産合計 1,637,444 1,592,769

無形固定資産   

のれん 8,818 －

その他 74,642 67,924

無形固定資産合計 83,460 67,924

投資その他の資産   

投資有価証券 586,018 522,877

長期貸付金 55,805 48,918

繰延税金資産 14,247 14,585

その他 674,658 671,267

貸倒引当金 △109,570 △108,936

投資損失引当金 △14,980 △14,980

投資その他の資産合計 1,206,178 1,133,731

固定資産合計 2,927,083 2,794,425

資産合計 37,088,729 34,018,390
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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 13,498,574 11,141,782

短期借入金 12,267,940 10,924,040

リース債務 2,352 2,218

未払法人税等 472,785 361,677

未払消費税等 35,213 －

その他 833,294 730,722

流動負債合計 27,110,159 23,160,439

固定負債   

長期借入金 2,189,105 2,723,035

リース債務 7,395 6,359

その他 24,621 25,511

固定負債合計 2,221,121 2,754,905

負債合計 29,331,281 25,915,345

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,159,170 1,159,170

資本剰余金 1,333,000 1,333,000

利益剰余金 5,492,678 5,901,545

自己株式 △26,710 △26,717

株主資本合計 7,958,138 8,366,998

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △40,635 △126,776

為替換算調整勘定 △211,850 △196,398

その他の包括利益累計額合計 △252,486 △323,174

少数株主持分 51,796 59,221

純資産合計 7,757,448 8,103,045

負債純資産合計 37,088,729 34,018,390
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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 30,480,679 33,069,004

売上原価 27,184,147 29,365,461

売上総利益 3,296,532 3,703,542

販売費及び一般管理費 2,586,884 2,747,250

営業利益 709,648 956,291

営業外収益   

受取利息及び配当金 24,018 12,629

仕入割引 38,352 41,420

受取手数料 － 31,748

受取地代家賃 542 582

その他 20,853 10,300

営業外収益合計 83,767 96,681

営業外費用   

支払利息 71,226 67,030

手形売却損 1,442 1,593

為替差損 85,258 76,270

その他 139 3,511

営業外費用合計 158,067 148,405

経常利益 635,348 904,567

特別利益   

固定資産売却益 507 －

投資有価証券償還益 54,891 －

特別利益合計 55,398 －

特別損失   

固定資産売却損 15 6,976

固定資産除却損 1,191 2,565

投資有価証券評価損 75,545 －

特別損失合計 76,752 9,542

税金等調整前四半期純利益 613,994 895,025

法人税等 △103,842 318,354

少数株主損益調整前四半期純利益 717,837 576,670

少数株主利益 4,888 10,819

四半期純利益 712,948 565,850
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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 717,837 576,670

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △37,604 △86,140

為替換算調整勘定 8,222 16,215

その他の包括利益合計 △29,382 △69,925

四半期包括利益 688,454 506,745

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 684,564 495,162

少数株主に係る四半期包括利益 3,889 11,582
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

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） 

 該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

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） 

 該当事項はありません。 

 

５．補足情報 

 

受注の状況 

 

連 結  

売上高 受注高 確定受注残高 

25年３月期第２四半期(千円) 33,069,004 35,828,811  9,635,681

24年３月期第２四半期(千円) 30,480,679 31,675,033  8,909,247

増減額(千円) 2,588,324 4,153,777  726,434

増減率（％） 8.5 13.1  8.2

24年３月期(千円) 67,973,891 67,134,872  6,875,875

※平成24年９月末現在、上記の確定受注残高とは別に、推定金額351,798千円の価格未確定受注残高があり、確定受

注残高9,635,681千円との合計は、9,987,479千円となります。また、前期の第２四半期では、この価格未確定受

注残高は、307,867千円であり、確定受注残高8,909,247千円との合計は、9,217,115千円でしたので、対前年同期

比で770,364千円増加しております。 

 （注）価格未確定受注残高とは、単なる引合い材料ではなく、受注自体は決定しているが、価格が未だ最終確定

していない受注のことです。この価格未確定受注残高は、価格確定時点で確定受注残高に組み入れられます。 
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