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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 18,138 △3.5 220 △36.7 220 △37.1 101 △40.0
24年3月期第3四半期 18,793 9.0 348 132.4 350 131.0 168 553.1

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 71百万円 （△56.7％） 24年3月期第3四半期 165百万円 （―％）

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3四半期 16.00 ―
24年3月期第3四半期 26.64 ―

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 15,938 6,601 41.4
24年3月期 18,615 6,625 35.6
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  6,601百万円 24年3月期  6,625百万円

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 ― 5.00 ― 10.00 15.00
25年3月期 ― 5.00 ―
25年3月期（予想） 8.00 13.00

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  ：  有   

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 27,200 △3.2 550 △20.9 550 △20.9 265 △22.1 40.96



(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Ｐ.３「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
半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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条件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
P.３「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 6,470,000 株 24年3月期 6,470,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 135,680 株 24年3月期 135,629 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 6,334,324 株 24年3月期3Q 6,334,654 株
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当第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）におけるわが国経済は、

東日本大震災の復興需要等を背景に企業の生産活動や設備投資に回復の兆しが見られたものの、円高や

欧州財政不安による海外経済の減速、中国を始めとする新興国経済の成長鈍化により、依然として停滞

しております。一方で、12月の政権交代を契機に円高に歯止めがかかり、不透明ながらも景気回復への

期待は高まっております。 

このような状況下、当社グループにおきましては、経営基本方針として「経営基盤の強化と企業価値

の向上」を継続し、顧客密着営業の強化のもと、商品単体からエンジニアリングを含むシステム商品ま

でをワンストップで販売し、顧客のあらゆるニーズに対応できるよう努めてまいりました。 

既存事業領域である石油化学、鉄鋼、電力業界等においては、各種プラント設備の安定運転維持に必

要な計測制御機器、保安・メンテナンス機器を始め、環境に配慮した省エネ機器やオイル管理機器、ト

レーサビリティの証明に必要な測定・検査機器等の拡販に注力するとともに、東日本大震災の復興需要

を取り込み、社会インフラ市場への各種産業機械の販売に努力いたしました。 

また、当社グループの重点市場と位置付ける研究開発市場においては、情報の共有と活用による顧客

の開拓と深耕を推進し、中国市場においては、リプレース需要拡大に注力するとともに、環境配慮型商

品の拡販を促進し、新たな収益基盤の構築に邁進してまいりました。 

その結果、機械製造業向けの検査機器や官公庁向けの産業機械の売上が伸張したものの、プラント関

連向けの復旧需要の収束や円高による海外輸出案件の減少、電力業界での電力確保優先による定期修繕

工事の先送り、舶用機器市場の落ち込み等により、主力である工業用計測制御機器の売上が伸び悩み、

当第３四半期連結累計期間の売上高は181億38百万円（前年同四半期比3.5％減）となり、売上総利益28

億67百万円（前年同四半期比4.2％減）、営業利益２億20百万円（前年同四半期比36.7％減）、経常利

益２億20百万円（前年同四半期比37.1％減）、四半期純利益は１億１百万円（前年同四半期比40.0％

減）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ26億77百万円減少し159億

38百万円となりました。これは受取手形及び売掛金が前連結会計年度末に比べ32億９百万円減少したこ

とが主な要因であります。 

一方負債の部では、前連結会計年度末に比べ26億53百万円減少し93億36百万円となりました。これは

支払手形及び買掛金が21億68百万円減少したことが主な要因であります。 

純資産は剰余金の配当による減少が95百万円、その他有価証券評価差額金の減少が27百万円、四半期

純利益が１億１百万円であること等により、前連結会計年度末に比べ23百万円減少し66億１百万円とな

りました。その結果、自己資本比率は41.4%となりました。 

  

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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今後の見通しといたしましては、海外経済の減速、新興国経済の成長鈍化等により、経済環境は停滞

しており、当社グループ事業領域における国内設備投資についても、引き続き低調に推移するものと予

想しております。 

このような状況のもと、平成25年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成24年５月14日に発

表いたしました業績予想を下方修正しております。詳細につきましては、本日（平成25年２月４日）公

表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

  

 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

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)

（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。

 この変更が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
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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 1,829,784 1,672,134

受取手形及び売掛金 13,293,551 10,083,655

たな卸資産 431,095 1,005,082

その他 243,624 391,305

貸倒引当金 △7,914 △5,955

流動資産合計 15,790,140 13,146,221

固定資産

有形固定資産 1,474,637 1,504,672

無形固定資産 100,058 83,691

投資その他の資産

その他 1,315,822 1,270,296

貸倒引当金 △64,846 △66,175

投資その他の資産合計 1,250,975 1,204,121

固定資産合計 2,825,672 2,792,486

資産合計 18,615,812 15,938,707

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,047,985 7,879,079

短期借入金 79,588 50,000

1年内返済予定の長期借入金 180,000 430,000

未払法人税等 247,365 1,090

賞与引当金 365,860 122,897

役員賞与引当金 18,000 13,912

その他 285,160 280,205

流動負債合計 11,223,959 8,777,184

固定負債

長期借入金 430,000 171,168

退職給付引当金 217,332 259,471

引当金 118,631 128,333

その他 680 680

固定負債合計 766,643 559,653

負債合計 11,990,602 9,336,838
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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 1,533,400 1,533,400

資本剰余金 1,567,550 1,567,550

利益剰余金 3,523,621 3,529,934

自己株式 △48,584 △48,602

株主資本合計 6,575,986 6,582,282

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 61,651 33,893

為替換算調整勘定 △12,427 △14,307

その他の包括利益累計額合計 49,223 19,586

純資産合計 6,625,210 6,601,869

負債純資産合計 18,615,812 15,938,707
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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 18,793,643 18,138,084

売上原価 15,801,887 15,270,664

売上総利益 2,991,755 2,867,419

販売費及び一般管理費 2,643,256 2,646,743

営業利益 348,498 220,676

営業外収益

受取利息 2,592 1,249

受取配当金 4,480 5,181

仕入割引 12,304 10,726

その他 9,119 10,294

営業外収益合計 28,496 27,452

営業外費用

支払利息 9,309 7,177

支払保証料 11,305 13,528

為替差損 822 1,178

その他 5,336 5,895

営業外費用合計 26,774 27,780

経常利益 350,220 220,348

特別利益

有形固定資産売却益 － 250

特別利益合計 － 250

特別損失

有形固定資産除却損 1,893 1,628

ソフトウエア除却損 － 213

その他 26 －

特別損失合計 1,919 1,842

税金等調整前四半期純利益 348,300 218,756

法人税、住民税及び事業税 98,646 25,812

法人税等還付税額 △15,645 －

法人税等調整額 96,531 91,615

法人税等合計 179,531 117,427

少数株主損益調整前四半期純利益 168,768 101,328

四半期純利益 168,768 101,328
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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 168,768 101,328

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,636 △27,757

為替換算調整勘定 △583 △1,879

その他の包括利益合計 △3,219 △29,636

四半期包括利益 165,549 71,691

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 165,549 71,691

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

当社グループは、工業用計測制御機器、環境計測・分析機器、測定・検査機器、産業機械等をユーザ

ーへ販売（一部製造販売）することを事業としております。取扱商品の内容、販売市場、販売方法、サ

ービスの提供方法が類似している事等から判断して、当社グループの事業区分としては単一セグメント

であるため、記載を省略しております。 

  

  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）セグメント情報等

【セグメント情報】

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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当第３四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 上記は製造を行っております連結子会社(双葉テック㈱)の合計金額であります。 

２ 上記金額は製造原価によっております。 

３ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四半期連結累計期間における受注実績は、次のとおりであります。 

 
(注) １ 連結子会社(双葉テック㈱)において受注生産を行っております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四半期連結累計期間における品目別の販売実績は、次のとおりであります。 

 
(注)  上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

５．補足情報

 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

品目別 生産高(千円)

工業用計測制御機器 152,198

産業機械 141,902

合計 294,101

(2) 受注状況

品目別 受注高(千円) 受注残高(千円)

工業用計測制御機器 179,412 25,297

産業機械 162,453 89,547

合計 341,865 114,844

(3) 販売実績

品目別 販売高(千円)

工業用計測制御機器 10,200,739

環境計測・分析機器 1,473,469

測定・検査機器 953,159

産業機械 5,510,716

合計 18,138,084
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