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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9月30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 ％

26年3月期第2四半期 31,696 △4.1 641 △32.9 755 △16.4 435 △23.0
25年3月期第2四半期 33,069 8.5 956 34.8 904 42.4 565 △20.6

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 791百万円 （56.1％） 25年3月期第2四半期 506百万円 （△26.4％）

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

26年3月期第2四半期 55.53 ―
25年3月期第2四半期 72.09 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 33,903 9,755 28.4
25年3月期 35,358 9,160 25.6
（参考） 自己資本 26年3月期第2四半期 9,625百万円 25年3月期 9,059百万円

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

25年3月期 ― 12.00 ― 23.00 35.00
26年3月期 ― 12.00
26年3月期（予想） ― 23.00 35.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 72,000 0.6 1,700 △14.2 1,700 △27.7 1,200 △16.0 152.88
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(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

(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が、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

基づく四半期報告書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
 本資料に掲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、添付資
料の3ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期2Q 7,879,005 株 25年3月期 7,879,005 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 29,966 株 25年3月期 29,909 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 7,849,059 株 25年3月期2Q 7,849,182 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1)  経営成績に関する説明 

当第２四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や政府の緊急経済

対策効果により緩やかな回復基調がみられ、景気回復の期待感が増大し、明るさが見えておりま

すが、依然として不透明な状況で推移いたしました。 

当社グループが属する電子計測器、電源機器、環境試験機器等の業界におきましては、太陽光

発電、ＬＥＤや蓄電装置等の分野では積極的な研究開発が進められております。主要ユーザーで

ある電機業界は、生産品目や生産拠点を再編する動きが中心となり、概して業績は引き続き厳し

い状況が継続しており、比較的積極的な投資姿勢が見られた自動車業界でも、海外での生産強化

が顕著となり、国内での設備投資には慎重な姿勢が見られました。 

このような状況のもと、当社グループは、国内・海外の幅広い営業拠点網を活用して、環境・

エネルギー関連市場を中心に積極的なソリューション営業活動を展開いたしましたが、個別では

前年対比で７％程度売上が減少いたしました。 

中国では、景気の鈍化傾向が懸念されるものの、販売子会社である電計貿易(上海)有限公司の

業績が引き続き好調でした。また、性能試験や安全性試験のアウトソーシングが活発化したため、

中国国内で受託試験場を提供している電計科技研発(上海)有限公司の業績も良好に推移いたしま

した。東南アジアでは、タイの販売子会社での業績が良好に推移いたしました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は31,696百万円（前年同四半期比4.1％減）

となりました。損益面では、個別の売上減少の影響で、営業利益は641百万円（期初の計画対比

で109百万円減、実績ベースで前年同四半期比314百万円減）となりました。経常利益は、３月末

に比較して円安が進行したことで評価分を含めた為替の差損益は93百万円のプラスとなりました

ので、755百万円（期初の計画対比で45百万円減、実績ベースで前年同四半期比148百万円減）と

なりました。四半期純利益は、435百万円（前年同四半期比130百万円減）となりました。 

  

(2)  財政状態に関する説明 

（総資産） 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて1,455百万円減少し、

33,903百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,546百万円減少し、30,707百万円となりました。現

金及び預金が1,678百万円、商品及び製品が363百万円、その他が383百万円増加いたしましたが、

受取手形及び売掛金が3,963百万円減少したこと等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て90百万円増加し、3,195百万円となりました。有形固

定資産が合計で61百万円、投資その他の資産が合計で33百万円増加したこと等によるものであり

ます。 
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(負債) 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて772百万円減少し、22,645百万円となりました。短期

借入金が1,189百万円増加いたしましたが、支払手形及び買掛金が1,881百万円減少したこと等に

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1,277百万円減少し、1,501百万円となりました。長期

借入金が1,281百万円減少したこと等によるものであります。 

 

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べて595百万円増加し、9,755百万円となりました。配当金の

支払により180百万円減少いたしましたが、四半期純利益435百万円を計上したことにより利益剰

余金が255百万円、為替換算調整勘定が291百万円増加したこと等によるものであります。 

 

(3)  連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期の通期業績予想につきましては、下期も当社を取り巻く経済環境は引き続き厳

しいものがあり、不透明な状況が続くと想定されます。しかしながら、個別での売上が対前年比

で徐々に改善傾向にあること、海外での業績が想定どおり好調を維持していること等を勘案し、

通期の業績予想は修正いたしません。 

 

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。 

 

(2)  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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

乗じて計算しております。ただし、見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を

欠く結果となる場合には、重要な加減算項目を考慮して税金費用を算定しております。 

 

(3)  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等 

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25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,829,476 5,508,219

受取手形及び売掛金 25,970,159 22,006,610

商品及び製品 1,520,869 1,884,866

仕掛品 12,120 17,862

原材料及び貯蔵品 46,380 50,391

繰延税金資産 143,621 145,153

その他 758,712 1,142,647

貸倒引当金 △27,849 △48,632

流動資産合計 32,253,490 30,707,119

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 801,206 827,380

減価償却累計額 △387,399 △403,517

建物及び構築物（純額） 413,806 423,863

車両運搬具 127,152 148,488

減価償却累計額 △72,325 △73,378

車両運搬具（純額） 54,827 75,109

工具、器具及び備品 787,941 850,617

減価償却累計額 △527,393 △585,040

工具、器具及び備品（純額） 260,548 265,576

土地 944,613 971,666

リース資産 12,096 12,096

減価償却累計額 △6,094 △6,990

リース資産（純額） 6,002 5,106

有形固定資産合計 1,679,798 1,741,321

無形固定資産

その他 145,639 141,603

無形固定資産合計 145,639 141,603

投資その他の資産

投資有価証券 652,638 676,207

長期貸付金 42,707 36,240

繰延税金資産 11,716 56

その他 662,598 657,289

貸倒引当金 △75,077 △56,763

投資損失引当金 △14,980 －

投資その他の資産合計 1,279,604 1,313,030

固定資産合計 3,105,041 3,195,956

資産合計 35,358,532 33,903,075
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,168,186 10,286,557

短期借入金 9,856,580 11,045,657

リース債務 1,927 1,306

未払法人税等 556,727 343,294

その他 834,929 968,938

流動負債合計 23,418,350 22,645,754

固定負債

長期借入金 2,746,885 1,464,905

リース債務 5,468 5,052

その他 26,885 31,379

固定負債合計 2,779,238 1,501,337

負債合計 26,197,589 24,147,091

純資産の部

株主資本

資本金 1,159,170 1,159,170

資本剰余金 1,333,000 1,333,000

利益剰余金 6,670,519 6,925,816

自己株式 △26,778 △26,844

株主資本合計 9,135,911 9,391,141

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 6,487 25,828

為替換算調整勘定 △82,897 208,424

その他の包括利益累計額合計 △76,409 234,252

少数株主持分 101,441 130,590

純資産合計 9,160,943 9,755,984

負債純資産合計 35,358,532 33,903,075
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 33,069,004 31,696,908

売上原価 29,365,461 28,072,665

売上総利益 3,703,542 3,624,243

販売費及び一般管理費 2,747,250 2,982,290

営業利益 956,291 641,952

営業外収益

受取利息及び配当金 12,629 15,043

仕入割引 41,420 43,379

受取手数料 31,748 －

為替差益 － 93,767

受取地代家賃 582 361

その他 10,300 21,609

営業外収益合計 96,681 174,162

営業外費用

支払利息 67,030 57,529

手形売却損 1,593 1,567

為替差損 76,270 －

その他 3,511 1,102

営業外費用合計 148,405 60,200

経常利益 904,567 755,914

特別利益

固定資産売却益 － 2,998

特別利益合計 － 2,998

特別損失

固定資産売却損 6,976 －

固定資産除却損 2,565 2,961

投資有価証券評価損 － 6,160

特別損失合計 9,542 9,121

税金等調整前四半期純利益 895,025 749,791

法人税等 318,354 280,560

少数株主損益調整前四半期純利益 576,670 469,231

少数株主利益 10,819 33,406

四半期純利益 565,850 435,825
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 576,670 469,231

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △86,140 19,340

為替換算調整勘定 16,215 302,571

その他の包括利益合計 △69,925 321,912

四半期包括利益 506,745 791,144

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 495,162 746,488

少数株主に係る四半期包括利益 11,582 44,655
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(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 

  (継続企業の前提に関する注記) 

 該当事項はありません。 

 

  (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) 

 該当事項はありません。 

 

５．補足情報 

 

受注の状況 

 

 連 結 

売上高 受注高 確定受注残高 

26年３月期第２四半期(千円) 31,696,908  35,458,277  9,472,412  

25年３月期第２四半期(千円) 33,069,004  35,828,811  9,635,681  

増減額(千円) △1,372,095  △370,534  △163,269  

増減率（％） △4.1  △1.0  △1.7  

25年３月期(千円) 71,587,110  70,422,280  5,711,044  

※平成25年９月末現在、上記の確定受注残高とは別に、推定金額337,650千円の価格未確定受注残高があり、確定受

注残高9,472,412千円との合計は、9,810,063千円となります。また、前期の第２四半期では、この価格未確定受

注残高は、351,798千円であり、確定受注残高9,635,681千円との合計は、9,987,479千円でしたので、対前年同期

比で177,416千円減少しております。 

 （注）価格未確定受注残高とは、単なる引合い材料ではなく、受注自体は決定しているが、価格が未だ最終確定

していない受注のことです。この価格未確定受注残高は、価格確定時点で確定受注残高に組み入れられます。 
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