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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 14,103 △7.1 1,463 △18.1 1,700 △11.9 1,118 △2.4
24年3月期第3四半期 15,181 2.5 1,786 △16.3 1,931 △11.8 1,146 △18.3

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 1,074百万円 （2.3％） 24年3月期第3四半期 1,050百万円 （△23.5％）

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 48.19 ―
24年3月期第3四半期 49.38 ―

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3四半期 33,107 26,060 78.7 1,122.76
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3四半期  26,060百万円 24年3月期  25,382百万円

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 ― 8.50 ― 8.50 17.00
25年3月期 ― 8.50 ―
25年3月期（予想） 8.50 17.00

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 19,800 △3.8 1,950 △25.3 2,100 △24.1 1,350 △18.5 58.16



(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、四半期決算短信（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
づく四半期連結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。 

※  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 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3Q 449,764 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3Q 23,211,448 株 24年3月期3Q 23,215,430 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要等を背景とした緩やかな回復

の動きが見られ、第３四半期末には円安・株高傾向となったものの、欧州財政問題の長期化や新興国経済の減速

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る需要の減少が継

続し、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３四半期連結累計期間の連結売上高は141億３百万円（前年同四半期比7.1％減）、

連結営業利益は14億６千３百万円（前年同四半期比18.1％減）、連結経常利益は17億円（前年同四半期比11.9％

減）、連結四半期純利益は11億１千８百万円（前年同四半期比2.4％減）となりました。 

  

財政状態の分析 

当第３四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６千７百万円減少し、331億

７百万円（前連結会計年度末比0.2％減）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

８億２千２百万円増加し、212億４千４百万円となりました。これは主に、現金及び預金が20億４千７百万円増加

した一方、受取手形及び売掛金が５億８千４百万円減少したこと、たな卸資産が４億８千１百万円減少したこと

及び流動資産その他に含まれる繰延税金資産が１億１千８百万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８億８千９百万円減少し、118億６千３百万円となりました。こ

れは主に、有形固定資産が８億４千８百万円減少したこと等によるものであります。 

当第３四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７億４千５百万円減少し、

70億４千７百万円（前連結会計年度末比9.6％減）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８億２千２百万円減少し、51億２千５百万円となりました。これは主に、短期借入金が２億６千１百万

円増加した一方、支払手形及び買掛金が３億２千８百万円減少したこと、１年内償還予定の社債が３億円減少し

たこと、未払法人税等が２億９千９百万円減少したこと、流動負債その他に含まれる未払金が１億７千３百万円

減少したこと及び賞与引当金が１億２千１百万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７千７百万円増加し、19億２千２百万円となりました。これは主に、社債が３

億円増加したこと及び長期リース債務が６千１百万円増加した一方、長期借入金が２億９千６百万円減少したこ

と等によるものであります。 

当第３四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６億７千７百万円増加

し、260億６千万円（前連結会計年度末比2.7％増）となりました。これは主に、連結四半期純利益11億１千８百

万円を計上した一方、剰余金の配当支払いが３億９千５百万円あった結果、利益剰余金が７億２千３百万円増加

した一方で、その他有価証券評価差額金が５千２百万円減少したこと等によるものであります。 

  

連結業績予想につきましては、平成24年11月13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」か

ら変更はありません。 

  

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。 

  

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。 

これによる当第３四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。 

  

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 6,841,481 8,888,765

受取手形及び売掛金 8,148,710 7,563,849

有価証券 601,100 601,397

商品及び製品 1,924,479 1,495,851

仕掛品 1,342,771 1,396,110

原材料及び貯蔵品 709,008 602,882

その他 866,379 705,718

貸倒引当金 △11,776 △10,120

流動資産合計 20,422,154 21,244,454

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,004,865 1,989,526

機械装置及び運搬具（純額） 108,184 109,441

土地 5,542,447 4,710,266

建設仮勘定 171,801 79,325

その他（純額） 584,760 674,720

有形固定資産合計 8,412,060 7,563,280

無形固定資産 590,079 544,492

投資その他の資産

投資有価証券 2,505,375 2,476,422

その他 1,280,700 1,289,636

貸倒引当金 △35,241 △10,491

投資その他の資産合計 3,750,834 3,755,568

固定資産合計 12,752,974 11,863,340

資産合計 33,175,129 33,107,795
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,298,581 1,970,374

短期借入金 991,945 1,253,235

1年内償還予定の社債 400,000 100,000

未払法人税等 390,262 90,654

賞与引当金 470,903 348,924

製品保証引当金 117,728 117,728

受注損失引当金 13,619 38,284

その他 1,264,938 1,205,835

流動負債合計 5,947,979 5,125,036

固定負債

社債 － 300,000

長期借入金 945,815 649,640

退職給付引当金 124,570 172,251

負ののれん 15,527 3,881

その他 758,550 796,399

固定負債合計 1,844,463 1,922,172

負債合計 7,792,443 7,047,209

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 20,596,625

自己株式 △258,900 △260,237

株主資本合計 25,006,208 25,728,107

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 549,071 497,039

為替換算調整勘定 △172,593 △164,560

その他の包括利益累計額合計 376,477 332,478

純資産合計 25,382,685 26,060,586

負債純資産合計 33,175,129 33,107,795
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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 15,181,382 14,103,455

売上原価 9,202,280 8,324,534

売上総利益 5,979,102 5,778,921

販売費及び一般管理費 4,192,981 4,315,292

営業利益 1,786,121 1,463,628

営業外収益

受取利息 3,817 5,688

受取配当金 42,668 47,118

為替差益 － 67,963

負ののれん償却額 11,645 11,645

持分法による投資利益 98,854 83,596

受取保険金及び配当金 12,141 29,915

雑収入 34,451 41,441

営業外収益合計 203,578 287,368

営業外費用

支払利息 38,816 38,176

社債発行費 － 5,474

為替差損 16,098 －

雑損失 3,443 6,401

営業外費用合計 58,358 50,052

経常利益 1,931,341 1,700,945

特別利益

固定資産売却益 － 51,030

投資有価証券売却益 199 －

特別利益合計 199 51,030

特別損失

固定資産売却損 14,394 8,369

災害による損失 8,155 －

貸倒引当金繰入額 950 －

投資有価証券評価損 6,115 1,642

ゴルフ会員権評価損 － 4,671

特別損失合計 29,614 14,684

税金等調整前四半期純利益 1,901,926 1,737,291

法人税、住民税及び事業税 545,362 522,884

法人税等調整額 210,229 95,819

法人税等合計 755,591 618,704

少数株主損益調整前四半期純利益 1,146,334 1,118,587

四半期純利益 1,146,334 1,118,587
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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 1,146,334 1,118,587

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △59,111 △52,031

為替換算調整勘定 △37,583 15,507

持分法適用会社に対する持分相当額 1,226 △7,474

その他の包括利益合計 △95,468 △43,998

四半期包括利益 1,050,866 1,074,588

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,050,866 1,074,588

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。 

  

（セグメント情報等） 

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）及び当第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） 

  

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。 

  

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

（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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