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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 8,961 △5.3 318 △32.6 400 △23.8 185 △39.8
24年3月期第3四半期 9,465 23.5 472 30.5 525 32.3 307 99.8

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 216百万円 （△58.9％） 24年3月期第3四半期 527百万円 （669.7％）

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 8.26 ―
24年3月期第3四半期 13.73 ―

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 18,572 11,053 58.3
24年3月期 19,176 10,949 56.1
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  10,819百万円 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の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3Q 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3Q 3,775,557 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3Q 22,404,551 株 24年3月期3Q 22,404,913 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、復興関連事業などへの需要が堅調にあり緩やか

に回復しつつあるものの、欧州の財政金融危機や中国をはじめ新興国において成長ペースに鈍化が見

られるなど、依然として先行き不透明な状況で推移しました。しかし、昨年12月の衆院選の結果を受

けて、新政権の実行能力を見極めて行くことになるものの、大規模な景気対策や大胆な構造改革への

期待感から円安、株高の流れとなり、景気回復に向けた明るい兆しも見え始めました。 

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、積極的な研究開発投資、LNG市場及び環境・省エネ・新エネルギー市

場への展開、海外システムビジネス及び校正事業の拡大、コストダウン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３四半期連結累計期間の受注高は8,224百万円で前年同四半期に比べ11.1％の減

少、売上高は8,961百万円で前年同四半期に比べ5.3％の減収、利益面では営業利益は318百万円で前年

同四半期に比べ32.6％の減益、経常利益は400百万円で前年同四半期に比べ23.8％の減益、四半期純利

益は185百万円で前年同四半期に比べ39.8％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) 

震災復興案件が一段落しており、国内での設備投資減少などの影響により当部門の受注高は前年

同四半期比9.8％減の4,918百万円、売上高は前年同四半期比3.9％減の5,147百万円となりました。 

(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27.2％減の1,452百万円、売上高は前年

同四半期比16.4％減の1,934百万円となりました。 

(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3.0％増の

1,841百万円、売上高は前年同四半期比5.3％増の1,866百万円となりました。 

(その他の部門) 

受注高、売上高共に前年同四半期比44.4％減の13百万円となりました。 
  

当第３四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603百万円減少し、

18,572百万円となりました。流動資産は、552百万円減少し9,568百万円となりました。これは主に、

受取手形及び売掛金が414百万円、現金及び預金が45百万円、原材料及び貯蔵品が43百万円減少したこ

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51百万円減少し9,004百万円となりま

した。これは主に、リース資産(無形固定資産)が20百万円、無形固定資産のその他が28百万円増加し

ましたが、建物及び構築物が51百万円、機械装置及び運搬具が16百万円、投資有価証券が39百万円減

少したことによるものであります。 

当第３四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707百万円減少し、

7,519百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ699百万円減少し、3,653百万円とな

りました。これは主に、支払手形及び買掛金が213百万円、賞与引当金が169百万円、短期借入金が119

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８百万円減少

し、3,866百万円となりました。これは主に、退職給付引当金が28百万円増加しましたが、長期借入金

が34百万円減少したことによるものであります。 

当第３四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104百万円増加し、

11,053百万円となりました。これは主に利益剰余金が73百万円、少数株主持分が35百万円増加したこ

とによるものであります。 
  

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年11月９日に公表いたしました業績予想に

変更はございません。 

ただし、今後の業績推移に応じて見直す必要が生じた場合には、速やかに公表する予定です。 

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。 

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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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 2,300,636 2,254,979

受取手形及び売掛金 5,476,322 5,061,397

商品及び製品 486,638 496,995

仕掛品 293,506 295,211

原材料及び貯蔵品 1,197,315 1,153,420

その他 371,498 311,745

貸倒引当金 △4,822 △5,290

流動資産合計 10,121,095 9,568,461

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 1,756,436

有形固定資産合計 7,419,057 7,332,121

無形固定資産 83,341 132,729

投資その他の資産   

その他 1,563,265 1,549,625

貸倒引当金 △10,110 △10,110

投資その他の資産合計 1,553,155 1,539,515

固定資産合計 9,055,553 9,004,367

資産合計 19,176,649 18,572,828
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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 1,647,875 1,434,767

短期借入金 1,241,410 1,122,035

未払法人税等 62,193 22,622

賞与引当金 260,725 90,820

その他 1,140,636 982,946

流動負債合計 4,352,842 3,653,191

固定負債   

長期借入金 449,284 414,676

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 1,315,929

役員退職慰労引当金 50,629 47,778

環境対策引当金 13,801 13,801

資産除去債務 21,539 21,642

その他 289,749 290,486

固定負債合計 3,874,511 3,866,179

負債合計 8,227,353 7,519,371

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 3,859,236

自己株式 △402,847 △402,864

株主資本合計 7,708,302 7,781,361

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 57,756

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 △126,606

その他の包括利益累計額合計 3,042,451 3,038,482

少数株主持分 198,541 233,612

純資産合計 10,949,296 11,053,456

負債純資産合計 19,176,649 18,572,828
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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 9,465,909 8,961,509

売上原価 6,315,367 5,904,552

売上総利益 3,150,542 3,056,957

販売費及び一般管理費 2,677,871 2,738,283

営業利益 472,670 318,673

営業外収益   

受取利息 2,653 3,866

受取配当金 38,811 7,743

受取賃貸料 18,485 11,908

為替差益 － 19,129

保険返戻金 35,071 34,655

その他 25,553 26,574

営業外収益合計 120,576 103,877

営業外費用   

支払利息 21,651 18,875

為替差損 40,195 －

その他 6,058 3,420

営業外費用合計 67,905 22,296

経常利益 525,341 400,255

特別利益   

有形固定資産売却益 272 164

特別利益合計 272 164

特別損失   

有形固定資産除却損 1,417 2,541

特別損失合計 1,417 2,541

税金等調整前四半期純利益 524,196 397,879

法人税、住民税及び事業税 124,215 85,411

法人税等調整額 62,289 96,820

法人税等合計 186,505 182,231

少数株主損益調整前四半期純利益 337,691 215,648

少数株主利益 30,135 30,549

四半期純利益 307,556 185,098
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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 337,691 215,648

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,830 △18,628

繰延ヘッジ損益 － 873

土地再評価差額金 239,759 －

為替換算調整勘定 △44,839 19,704

持分法適用会社に対する持分相当額 △456 △813

その他の包括利益合計 189,634 1,135

四半期包括利益 527,325 216,784

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 507,476 181,129

少数株主に係る四半期包括利益 19,849 35,654
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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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