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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年6月21日～平成25年3月20日） 

（注）25年3月期及び24年6月期は変則決算を行っており、上記はそれぞれ9ヵ月間及び3ヵ月間の数値であります。 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

（注）25年3月期及び24年6月期は変則決算を行っており、上記はそれぞれ9ヵ月間及び3ヵ月間の数値であります。  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 165,813 ― 76,416 ― 82,877 ― 52,043 ―
24年6月期 52,016 ― 22,805 ― 25,519 ― 15,535 ―

（注）包括利益 25年3月期 60,838百万円 （―％） 24年6月期 12,064百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 858.16 ― 7.6 11.5 46.1
24年6月期 256.16 ― 2.4 3.7 43.8

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  729百万円 24年6月期  566百万円

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 753,985 718,256 95.3 11,843.68
24年6月期 686,455 658,365 95.9 10,855.79

（参考） 自己資本   25年3月期  718,256百万円 24年6月期  658,365百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 57,767 △56,956 △947 20,790
24年6月期 6,108 △1,753 △2,131 18,441

2.  配当の状況 

（注）24年6月期は、3ヵ月間の変則決算であり、期末配当金15.00円は年換算で60.00円となります。 
   25年3月期は、9ヵ月間の変則決算であり、期末配当金45.00円は年換算で60.00円となります。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年6月期 ― ― ― 15.00 15.00 909 5.9 0.1
25年3月期 ― ― ― 45.00 45.00 2,729 5.2 0.4
26年3月期(予想) ― 30.00 ― 30.00 60.00 ―
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※  注記事項 
(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）当連結会計年度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11ページ「(6) 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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 60,801,921 株 24年6月期 60,801,921 株
② 期末自己株式数 25年3月期 157,199 株 24年6月期 155,401 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 60,645,384 株 24年6月期 60,647,251 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続
き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、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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当連結会計年度の世界経済は、米国・中国などでは下げ止まりや持ち直しの兆しがみられましたが、

債務問題の続く欧州は低調に推移しました。国内については、政権交代後に円高是正や株価回復等の明

るい兆しが見られたものの、海外経済の減速が残り、製造業の設備投資も総じて弱めの動きとなりまし

た。 

こうしたなかで、当社グループといたしましては中長期的な成長を維持する観点からも、企画開発面

での充実、営業面での強化を図ってまいりました。企画開発面では、超高速・高精度寸法測定器やセー

フティライトカーテン等の新商品の開発を行い、営業面では、海外販売拠点の拡充、人材の充実強化を

図ってまいりました。 

以上の結果、当連結会計年度における売上高は165,813百万円、営業利益は76,416百万円、経常利益

は82,877百万円、当期純利益は52,043百万円となりました。なお、当期は事業年度変更により9ヵ月間

の変則決算となっており、前年との比較は行っておりません。参考のため、通常事業年度の連結累計期

間（3月21日～3月20日）と期間を揃えた場合の前年比較は以下のとおりであります。 

 
※本年の売上高、営業利益、経常利益、当期純利益は、前連結会計年度（3ヵ月変則決算）と当連結会計

年度（9ヵ月変則決算）の金額の単純合計であります。 

  

地域ごとの業績を示すと次のとおりであります。 

① 国内 

日本では、海外経済の減速を受けて輸出・生産が低調で、製造業の設備投資も弱めの動きとなり

ました。こうしたなか、新商品の投入や営業体制の充実に努め、売上高は99,220百万円となりまし

た。 

② 海外 

海外では、米国・中国などでは下げ止まりや持ち直しの動きもありましたが、債務問題の続く欧

州経済は、予断を許さない状況が続きました。こうしたなか、販売拠点の拡充や人材の充実強化

等、営業体制の強化に努め、売上高は66,593百万円となりました。 

  

今後の世界経済につきましては欧州債務問題などの不確実性は残りますが、緩やかな回復が期待され

ます。 

当社グループといたしましては、新商品の開発と営業力の強化に一層注力してまいります。長期的に

も、グローバルな競争は更に激しくなることが予想され、製造業の合理化、省力化、品質向上、研究開

発の強化は不可欠であります。そこに当社グループの事業拡大の大きな可能性があると考えます。こう

した可能性に向けて、これまで培ってきたすべての力を結集して業績拡大に邁進する所存であります。

  

1. 経営成績

 (1) 経営成績に関する分析

(百万円、％）

 前年 本年(※)

 

平成24年3月期
連結会計年度 

自 平成23年3月21日 
至 平成24年3月20日

平成24年3月21日～
平成25年3月20日

増減率

 （A） (B) (B/A)-1

売上高 199,334 217,830 9.3%

営業利益 91,145 99,222 8.9%

経常利益 94,244 108,396 15.0%

当期純利益 58,162 67,578 16.2%
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① 資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ67,530百万円増加し、753,985百万円と

なりました。これは、有価証券が30,177百万円増加したことなどによるものであります。 

(負債) 

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ7,639百万円増加し、35,728百万円となり

ました。これは、未払法人税等が6,668百万円増加したことなどによるものであります。 

(純資産) 

当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ59,890百万円増加し、718,256百万

円となりました。これは、利益剰余金が51,133百万円増加したことなどによるものであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末

に比べ、2,348百万円（12.7％）増加し、20,790百万円となりました。なお、当連結会計年度にお

ける各活動におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度（9ヵ月変則決算）における営業活動による資金の増加額は、57,767百万円とな

りました。これは、主に当連結会計年度の税金等調整前当期純利益が82,877百万円となったことな

どによるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度における投資活動による資金の減少額は、56,956百万円となりました。これは、

主に有価証券の増加によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度における財務活動による資金の減少額は、配当金の支払いなどにより947百万円

となりました。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

※ 有利子負債残高、利払い額に重要性がないため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレ

スト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株控除後)により算出しております。 

  なお、平成24年3月期につきましては、平成24年3月20日現在の株主に対して行われた株式分割を考慮

して算出しております。 

  

平成23年3月期決算短信(平成23年5月9日開示)により開示を行った内容から重要な変更がないため開

示を省略しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

  

(東京証券取引所ホームページ(上場会社情報検索ページ)) 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

  

 (2) 財政状態に関する分析

平成24年3月期 平成24年6月期 平成25年3月期

自己資本比率 94.7 95.9 95.3

時価ベースの自己資本比率 170.7 167.2 227.7

2. 経営方針
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3. 連結財務諸表
 (1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年6月20日)

当連結会計年度
(平成25年3月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 101,680 113,713

受取手形及び売掛金 64,947 68,517

有価証券 278,847 309,025

たな卸資産 18,713 16,126

繰延税金資産 5,084 5,794

その他 1,210 1,982

貸倒引当金 △219 △180

流動資産合計 470,265 514,979

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 18,565 18,673

減価償却累計額 △11,559 △11,930

建物及び構築物（純額） 7,006 6,743

工具、器具及び備品 19,268 20,717

減価償却累計額 △16,024 △17,386

工具、器具及び備品（純額） 3,244 3,330

土地 6,920 6,920

その他 1,142 1,717

減価償却累計額 △617 △856

その他（純額） 524 861

有形固定資産合計 17,695 17,855

無形固定資産

その他 1,336 1,252

無形固定資産合計 1,336 1,252

投資その他の資産

投資有価証券 179,637 198,494

金銭の信託 16,138 19,750

繰延税金資産 56 142

その他 1,339 1,559

貸倒引当金 △14 △49

投資その他の資産合計 197,157 219,897

固定資産合計 216,189 239,005

資産合計 686,455 753,985
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年6月20日)

当連結会計年度
(平成25年3月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,521 3,624

未払費用 3,277 3,553

未払法人税等 8,458 15,127

賞与引当金 3,312 4,646

その他 4,076 4,643

流動負債合計 26,645 31,595

固定負債

その他 1,443 4,132

固定負債合計 1,443 4,132

負債合計 28,089 35,728

純資産の部

株主資本

資本金 30,637 30,637

資本剰余金 30,531 30,531

利益剰余金 606,105 657,239

自己株式 △2,807 △2,845

株主資本合計 664,466 715,561

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △388 3,258

為替換算調整勘定 △5,711 △563

その他の包括利益累計額合計 △6,100 2,695

純資産合計 658,365 718,256

負債純資産合計 686,455 753,985
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 (2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成24年3月21日
至 平成24年6月20日)

当連結会計年度
(自 平成24年6月21日
至 平成25年3月20日)

売上高 52,016 165,813

売上原価 12,504 40,802

売上総利益 39,511 125,011

販売費及び一般管理費 16,705 48,595

営業利益 22,805 76,416

営業外収益

受取利息 277 795

受取配当金 9 22

持分法による投資利益 566 729

為替差益 － 3,774

金銭の信託運用益 112 1,025

有価証券償還益 2,500 －

雑収入 339 186

営業外収益合計 3,805 6,534

営業外費用

為替差損 1,042 －

雑損失 49 74

営業外費用合計 1,091 74

経常利益 25,519 82,877

税金等調整前当期純利益 25,519 82,877

法人税、住民税及び事業税 8,260 31,082

法人税等調整額 1,724 △249

法人税等合計 9,984 30,833

当期純利益 15,535 52,043
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連結包括利益計算書
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成24年3月21日
至 平成24年6月20日)

当連結会計年度
(自 平成24年6月21日
至 平成25年3月20日)

当期純利益 15,535 52,043

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,772 3,647

為替換算調整勘定 △1,597 5,157

持分法適用会社に対する持分相当額 899 △9

その他の包括利益合計 △3,470 8,795

包括利益 12,064 60,838

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 12,064 60,838

少数株主に係る包括利益 － －
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 (3) 連結株主資本等変動計算書
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成24年3月21日
至 平成24年6月20日)

当連結会計年度
(自 平成24年6月21日
至 平成25年3月20日)

株主資本

資本金

当期首残高 30,637 30,637

当期末残高 30,637 30,637

資本剰余金

当期首残高 30,531 30,531

当期変動額

自己株式の処分 △0 0

当期変動額合計 △0 0

当期末残高 30,531 30,531

利益剰余金

当期首残高 592,224 606,105

当期変動額

剰余金の配当 △1,654 △909

当期純利益 15,535 52,043

当期変動額合計 13,880 51,133

当期末残高 606,105 657,239

自己株式

当期首残高 △2,330 △2,807

当期変動額

自己株式の取得 △480 △38

自己株式の処分 3 0

当期変動額合計 △477 △38

当期末残高 △2,807 △2,845

株主資本合計

当期首残高 651,062 664,466

当期変動額

剰余金の配当 △1,654 △909

当期純利益 15,535 52,043

自己株式の取得 △480 △38

自己株式の処分 3 0

当期変動額合計 13,403 51,095

当期末残高 664,466 715,561
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成24年3月21日
至 平成24年6月20日)

当連結会計年度
(自 平成24年6月21日
至 平成25年3月20日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 2,383 △388

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△2,772 3,647

当期変動額合計 △2,772 3,647

当期末残高 △388 3,258

為替換算調整勘定

当期首残高 △5,013 △5,711

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△698 5,148

当期変動額合計 △698 5,148

当期末残高 △5,711 △563

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △2,629 △6,100

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△3,470 8,795

当期変動額合計 △3,470 8,795

当期末残高 △6,100 2,695

純資産合計

当期首残高 648,433 658,365

当期変動額

剰余金の配当 △1,654 △909

当期純利益 15,535 52,043

自己株式の取得 △480 △38

自己株式の処分 3 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,470 8,795

当期変動額合計 9,932 59,890

当期末残高 658,365 718,256
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 (4) 連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成24年3月21日
至 平成24年6月20日)

当連結会計年度
(自 平成24年6月21日
至 平成25年3月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 25,519 82,877

減価償却費 637 2,353

受取利息及び受取配当金 △287 △818

為替差損益（△は益） 601 △2,694

持分法による投資損益（△は益） △566 △729

有価証券償還損益（△は益） △2,500 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,276 △488

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,660 3,598

仕入債務の増減額（△は減少） 3,387 △3,897

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,013 1,238

その他 △760 △432

小計 21,634 81,006

利息及び配当金の受取額 2,803 1,494

法人税等の支払額 △18,329 △24,733

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,108 57,767

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） △1,251 △8,349

有価証券の増減額（△は増加） △57 △46,580

有形固定資産の取得による支出 △655 △2,133

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

214 －

その他 △2 106

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,753 △56,956

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の増減額（△は増加） △477 △38

配当金の支払額 △1,654 △909

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,131 △947

現金及び現金同等物に係る換算差額 △503 2,486

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,719 2,348

現金及び現金同等物の期首残高 16,721 18,441

現金及び現金同等物の期末残高 18,441 20,790
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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、平成24年4月1日以後に開始する事業年度の期首

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。これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

当社グループは、電子応用機器の製造・販売を中心に事業活動を展開する単一セグメントであるた

め、記載を省略しております。 

前連結会計年度 (自 平成24年3月21日 至 平成24年6月20日) 
  
 地域ごとの売上高（3ヵ月変則決算） 

 
  

当連結会計年度 (自 平成24年6月21日 至 平成25年3月20日) 
  
 地域ごとの売上高（9ヵ月変則決算） 

 
  

 
（注）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 (5) 継続企業の前提に関する注記

 (6) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 (7) 連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報)

(関連情報)

国内
(百万円)

海外
(百万円)

合計 
(百万円)

32,570 19,445 52,016

国内
(百万円)

海外
(百万円)

合計 
(百万円)

99,220 66,593 165,813

(1株当たり情報)

項目
前連結会計年度（3ヵ月変則決算）

(自 平成24年3月21日
至 平成24年6月20日)

当連結会計年度（9ヵ月変則決算）
(自 平成24年6月21日
至 平成25年3月20日)

1株当たり純資産額 10,855円79銭 11,843円68銭

1株当たり当期純利益金額 256円16銭 858円16銭

潜在株式調整後 
1株当たり当期純利益金額

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式がない

ため記載しておりません。

同左

項目

前連結会計年度
（3ヵ月変則決算）

(自 平成24年3月21日
至 平成24年6月20日)

当連結会計年度 
（9ヵ月変則決算）

(自 平成24年6月21日
至 平成25年3月20日)

1株当たり当期純利益金額

 当期純利益(百万円) 15,535 52,043

 普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

 普通株式に係る当期純利益(百万円) 15,535 52,043

 普通株式の期中平均株式数(株) 60,647,251 60,645,384
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該当事項はありません。 

  

  

  

①代表者の異動 

  該当事項はありません。 

  

②その他の役員の異動 

  1．新任監査役候補 

     社外監査役   北山 裕昭  

           (現 株式会社三重銀行常務執行役員大阪法人営業部長兼大阪支店長) 

  

  2．退任予定監査役 

      社外監査役  木野本 芳郎 

  

  

(重要な後発事象)

4. その他

    役員の異動(平成25年6月13日付予定)
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