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

26年3月期第3四半期 14,329 1.6 1,975 35.0 2,351 38.3 1,570 40.4
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

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 1,946百万円 （81.1％） 25年3月期第3四半期 1,074百万円 （2.3％）

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3四半期 67.69 ―
25年3月期第3四半期 48.19 ―

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

26年3月期第3四半期 36,209 28,837 79.6 1,242.57
25年3月期 34,888 27,287 78.2 1,175.67
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 28,837百万円 25年3月期 27,287百万円

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 ― 8.50 ― 8.50 17.00
26年3月期 ― 8.50 ―
26年3月期（予想） 8.50 17.00

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 20,810 5.1 2,610 △6.6 2,760 △11.0 1,760 △13.1 75.84



(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

(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き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

基づく四半期財務諸表のレビュー手続き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、（添付資
料）2ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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 ： 無
②①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3Q 23,661,000 株 25年3月期 23,661,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 452,959 株 25年3月期 450,481 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 23,208,280 株 25年3月期3Q 23,211,448 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、政府の経済政策や日銀の金融政策を背景とした円安・株高が

進行し、企業収益の改善が見られましたが、中国をはじめとするアジア経済圏の成長ペースの鈍化や消費税率の引

き上げによる国内景気への影響が懸念され、先行きは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に対する若干の持ち直しもあ

る一方、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。

このような情勢のなかで、当社グループは、生産の合理化による原価低減、徹底した経費の削減、積極的な営業

活動の展開、新製品開発への積極的投資、品質管理体制並びにサービス体制の充実に取り組んで参りました。

これらの諸施策の結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は143億２千９百万円（前年同四半期比1.6％

増）、連結営業利益は19億７千５百万円（前年同四半期比35.0％増）、連結経常利益は23億５千１百万円（前年同

四半期比38.3％増）、連結四半期純利益は15億７千万円（前年同四半期比40.4％増）となりました。

（資産、負債及び純資産の状況）

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13億２千万円増加し、362億９

百万円（前連結会計年度末比3.8％増）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５億

４千９百万円減少し、217億円となりました。これは主に、有価証券が12億９千８百万円増加したこと及び電子記録

債権が４億７千６百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が13億８千７百万円減少したこと及び現金及び預金が

９億３千７百万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

18億６千９百万円増加し、145億８百万円となりました。これは主に、建設仮勘定が理研計器開発センターの新築工

事着手金支払い等により13億１千１百万円増加したこと及び投資有価証券が５億１千６百万円増加したこと等によ

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２億２千９百万円減少し、73

億７千１百万円（前連結会計年度末比3.0％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４千３百万円減少し、51億６千７百万円となりました。これは主に、短期借入金が２億５千７百万円増加した

一方、未払法人税等が２億９千万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１億８千６百万円減少し、22億３百万円となりました。これは主に、固定負債その他に含まれる

長期リース債務が１億４千８百万円増加したこと及び固定負債その他に含まれる長期繰延税金負債が１億７百万円

増加した一方、長期借入金が２億８千３百万円減少したこと及び固定負債その他に含まれる長期未払金が１億４千

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15億４千９百万円増加し、

288億３千７百万円（前連結会計年度末比5.7％増）となりました。これは主に、連結四半期純利益15億７千万円を

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11億７千５百万円増加したこ

と、その他有価証券評価差額金が１億９千６百万円増加したこと及び為替換算調整勘定が１億７千８百万円増加し

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25年５月14日の決算短信で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はあ

りません。

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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。

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25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,316,234 8,378,574

受取手形及び売掛金 8,607,774 7,220,269

電子記録債権 44,840 521,626

有価証券 601,495 1,899,796

商品及び製品 1,302,529 1,293,128

仕掛品 1,033,307 1,118,577

原材料及び貯蔵品 553,595 524,296

その他 797,969 748,582

貸倒引当金 △7,441 △4,004

流動資産合計 22,250,304 21,700,848

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,957,624 1,847,277

機械装置及び運搬具（純額） 104,286 99,696

土地 4,712,528 4,714,791

建設仮勘定 89,334 1,400,516

その他（純額） 688,350 788,872

有形固定資産合計 7,552,124 8,851,154

無形固定資産 506,749 462,132

投資その他の資産

投資有価証券 2,828,574 3,345,067

その他 1,760,988 1,860,382

貸倒引当金 △10,241 △10,542

投資その他の資産合計 4,579,321 5,194,907

固定資産合計 12,638,195 14,508,194

資産合計 34,888,500 36,209,042

理研計器㈱　（7734）　平成26年３月期　第３四半期決算短信

- 4 -



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,102,609 2,016,981

短期借入金 975,235 1,232,740

未払法人税等 500,849 210,460

賞与引当金 489,244 442,622

製品保証引当金 95,390 95,390

受注損失引当金 － 24,698

その他 1,047,569 1,144,945

流動負債合計 5,210,898 5,167,839

固定負債

社債 400,000 400,000

長期借入金 915,580 631,900

退職給付引当金 94,167 76,428

その他 979,952 1,095,255

固定負債合計 2,389,699 2,203,584

負債合計 7,600,598 7,371,423

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 21,503,683 22,679,263

自己株式 △261,016 △262,495

株主資本合計 26,634,385 27,808,487

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 724,062 920,714

為替換算調整勘定 △70,546 108,416

その他の包括利益累計額合計 653,516 1,029,131

純資産合計 27,287,901 28,837,619

負債純資産合計 34,888,500 36,209,042
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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24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

売上高 14,103,455 14,329,729

売上原価 8,324,534 7,661,889

売上総利益 5,778,921 6,667,839

販売費及び一般管理費 4,315,292 4,692,063

営業利益 1,463,628 1,975,776

営業外収益

受取利息 5,688 9,864

受取配当金 47,118 47,392

為替差益 67,963 149,568

負ののれん償却額 11,645 －

持分法による投資利益 83,596 137,668

受取保険金及び配当金 29,915 42,157

雑収入 41,441 30,796

営業外収益合計 287,368 417,449

営業外費用

支払利息 38,176 34,002

社債発行費 5,474 －

雑損失 6,401 7,557

営業外費用合計 50,052 41,559

経常利益 1,700,945 2,351,666

特別利益

固定資産売却益 51,030 1,342

補助金収入 － 3,301

特別利益合計 51,030 4,643

特別損失

固定資産売却損 8,369 526

投資有価証券評価損 1,642 －

ゴルフ会員権評価損 4,671 －

固定資産圧縮損 － 3,206

特別損失合計 14,684 3,733

税金等調整前四半期純利益 1,737,291 2,352,575

法人税、住民税及び事業税 522,884 645,529

法人税等調整額 95,819 136,123

法人税等合計 618,704 781,652

少数株主損益調整前四半期純利益 1,118,587 1,570,922

四半期純利益 1,118,587 1,570,922
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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24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,118,587 1,570,922

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △52,031 196,821

為替換算調整勘定 15,507 101,649

持分法適用会社に対する持分相当額 △7,474 77,144

その他の包括利益合計 △43,998 375,615

四半期包括利益 1,074,588 1,946,537

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,074,588 1,946,537

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。

該当事項はありません。

【セグメント情報】

前第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）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成25年４月１日 至平成25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。

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

（重要な後発事象）
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