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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12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 ％

25年3月期第3四半期 5,092 △2.8 349 △39.2 377 △33.4 206 △39.1

24年3月期第3四半期 5,238 5.5 575 △12.0 567 △11.3 338 △59.7

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 216百万円 （△29.5％） 24年3月期第3四半期 307百万円 （△63.5％）

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3四半期 23.90 ―

24年3月期第3四半期 39.86 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 9,754 7,969 81.2
24年3月期 10,140 7,917 77.6

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  7,924百万円 24年3月期  7,873百万円

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 ― 20.00 20.00
25年3月期 ― 0.00 ―

25年3月期（予想） 20.00 20.00

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 7,900 4.7 900 2.1 900 3.9 530 22.9 61.45



(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「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（2）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）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、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
四半期連結財務諸表の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。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、３ページ
「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。 

※  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   ：  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3Q 9,900,000 株 24年3月期 9,900,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 1,303,529 株 24年3月期 1,257,631 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 8,625,480 株 24年3月期3Q 8,694,865 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３四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災の復興需要などにより緩やかに回

復に向けた動きがみられたものの、欧州債務危機や新興国の経済成長鈍化、為替レートの動向等によ

り景気の先行きが不透明な状況で推移いたしました。 

一方、当社グループが属する電子計測器、電源機器等の業界においては、下振れリスクの中、比較

的堅調な環境・エネルギー関連市場に積極的なソリューション営業活動及び研究開発活動を行うと共

に、原価低減と経費節減にも努力を重ねてまいりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は50億９千２百万円(前年同四半期比2.8％減)、営

業利益は３億４千９百万円(前年同四半期比39.2％減)、経常利益は３億７千７百万円(前年同四半期比

33.4％減)、四半期純利益は２億６百万円(前年同四半期比39.1％減)となりました。 

 

なお、当社グループにおける製品群別事業概況は、次のとおりであります。 

 

《電子計測器群》 

電子計測器分野においては、長引く円高や世界経済の先行き不透明感により製造業全般の設備投資が

抑制傾向で推移し、耐電圧試験器や特注製品の売上が減少しました。 

以上の結果、売上高は10億１百万円（前年同四半期比27.1％減）となりました。 

 

《電源機器群》 

電源機器分野においては、企業の設備投資が抑制傾向にあるなか、研究開発投資に動きのみられたＥ

Ｖ(電気自動車)や環境・エネルギー関連市場向けの直流電源、交流電源及びバッテリーテスタの販売活

動に注力いたしました。 

以上の結果、売上高は38億６千３百万円(前年同四半期比6.6％増)となりました。 

 

《サービス・部品等》 

サービス・部品等につきましては、特記すべき事項はありません。 

当該サービス・部品等の売上高は、２億２千７百万円(前年同四半期比5.6％減)となりました。 

 

また、上記に含まれる海外市場の事業概況は以下のとおりであります。 

 

《海外市場》 

海外市場では、注力市場の環境・エネルギー市場向けの交流電源が比較的堅調に推移しておりました

が、長引く円高や中国における景気減速の影響を受け売上が減少しました。 

以上の結果、海外売上高は13億９千３百万円(前年同四半期比1.4％減)となりました。 
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（2）連結財政状態に関する定性的情報 

   当第３四半期連結会計期間の総資産は、たな卸資産が増加したものの、受取手形及び売掛金並びに

有形固定資産の減少等により、前連結会計年度末に比べ３億８千５百万円減少し、97 億５千４百万円

となりました。 

   負債は、未払法人税等及び賞与引当金の減少等により前連結会計年度末に比べ４億３千８百万円減

少し、17 億８千４百万円となりました。 

   純資産は、剰余金の配当及び自己株式の取得等により減少したものの、四半期純利益の計上等によ

り前連結会計年度末に比べ５千２百万円増加し、79 億６千９百万円となりました。 

 

（3）連結業績予想に関する定性的情報 

当期の予想につきましては、本資料の公表時点において、平成 24年５月 11 日に「平成 24年３月期 

決算短信」にて公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。 

 

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。 

   なお、連結財務諸表の作成に当たり、従来、連結子会社のうち決算日が 12 月 31 日である菊水貿易(上

海)有限公司については、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間で生じた重要な取引につい

て連結上必要な調整を行っておりましたが、より適切な開示を図るため、第１四半期連結会計期間よ

り連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用する方法に変更しております。 

なお、当該連結子会社の平成 24 年１月１日から同年３月 31 日までの３か月間の損益は、利益剰余

金に計上しております。 

 

（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

   税金費用の計算 

    当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する方法を採用しております。 

 

（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 

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日以降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３四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。 

 

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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,991,013 2,032,092

受取手形及び売掛金 2,102,924 1,683,875

有価証券 100,198 110,251

商品及び製品 498,245 556,132

仕掛品 335,444 391,570

原材料及び貯蔵品 525,093 524,376

その他 258,513 293,827

貸倒引当金 △649 △683

流動資産合計 5,810,784 5,591,442

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 709,078 671,660

土地 1,507,388 1,454,495

その他（純額） 413,465 346,485

有形固定資産合計 2,629,931 2,472,641

無形固定資産 49,105 41,632

投資その他の資産   

投資有価証券 1,054,523 1,016,403

その他 597,962 634,324

貸倒引当金 △2,015 △2,015

投資その他の資産合計 1,650,470 1,648,712

固定資産合計 4,329,507 4,162,986

資産合計 10,140,292 9,754,428

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 500,192 535,392

未払法人税等 206,283 114,300

賞与引当金 233,884 97,462

役員賞与引当金 45,000 22,500

製品保証引当金 12,295 10,363

その他 524,040 301,566

流動負債合計 1,521,696 1,081,585

固定負債   

退職給付引当金 118,253 124,429

役員退職慰労引当金 8,169 8,469

その他 574,775 570,294

固定負債合計 701,198 703,193

負債合計 2,222,894 1,784,778
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,201,250 2,201,250

資本剰余金 2,737,648 2,737,648

利益剰余金 3,336,357 3,401,367

自己株式 △547,473 △570,710

株主資本合計 7,727,782 7,769,554

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 186,571 169,260

為替換算調整勘定 △41,130 △14,454

その他の包括利益累計額合計 145,441 154,805

少数株主持分 44,174 45,290

純資産合計 7,917,397 7,969,650

負債純資産合計 10,140,292 9,754,428
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
  至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
  至 平成24年12月31日) 

売上高 5,238,590 5,092,658

売上原価 2,577,904 2,481,457

売上総利益 2,660,686 2,611,200

販売費及び一般管理費 2,084,841 2,261,331

営業利益 575,844 349,869

営業外収益   

受取利息 1,399 1,635

受取配当金 24,857 34,358

有価証券売却益 － 322

その他 6,993 7,392

営業外収益合計 33,250 43,708

営業外費用   

支払利息 3,150 2,686

売上割引 9,707 10,622

有価証券売却損 8,542 －

為替差損 16,369 －

その他 4,133 2,514

営業外費用合計 41,904 15,823

経常利益 567,190 377,754

特別損失   

固定資産売却損 － 5,549

固定資産除却損 6,230 1,974

減損損失 17,517 －

投資有価証券評価損 63,533 38,978

特別損失合計 87,281 46,502

税金等調整前四半期純利益 479,908 331,251

法人税等 140,403 123,979

少数株主損益調整前四半期純利益 339,505 207,272

少数株主利益 713 1,116

四半期純利益 338,791 206,156
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
  至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
  至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 339,505 207,272

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △26,433 △17,311

為替換算調整勘定 △5,948 26,675

その他の包括利益合計 △32,381 9,364

四半期包括利益 307,124 216,636

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 306,410 215,520

少数株主に係る四半期包括利益 713 1,116
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 (3) 継続企業の前提に関する注記 

    当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

     該当事項はありません。 
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