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(百万円未満切捨て)
１．平成27年3月期第１四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年6月30日）

（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 ％

27年3月期第１四半期 15,316 9.5 373 42.9 342 △4.7 220 8.5

26年3月期第１四半期 13,989 △7.5 261 △25.2 359 0.3 203 △6.8

(注) 包括利益 27年3月期第１四半期 179 百万円 (△57.4％) 26年3月期第１四半期 420 百万円 (63.1％)
　

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

27年3月期第１四半期 28.11 －

26年3月期第１四半期 25.91 －
　

（２）連結財政状態
　

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年3月期第１四半期 39,183 10,666 26.9

26年3月期 39,311 10,692 26.8

(参考) 自己資本 27年3月期第１四半期 10,523百万円 26年3月期 10,540百万円
　

２．配当の状況
　

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

26年3月期 － 12.00 － 23.00 35.00

27年3月期 －

27年3月期(予想) 12.00 － 23.00 35.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．平成27年3月期の連結業績予想（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 33,400 5.4 650 1.3 700 △7.4 400 △8.2 50.96

通期 74,500 2.4 1,750 △8.9 1,800 △16.9 1,100 △11.1 140.15
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 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
　

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 27年3月期１Ｑ 7,879,005株 26年3月期 7,879,005株

② 期末自己株式数 27年3月期１Ｑ 30,197株 26年3月期 30,181株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期１Ｑ 7,848,812株 26年3月期１Ｑ 7,849,075株

　

※ 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２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。
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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１四半期連結累計期間における我が国経済は、消費税増税の影響が一部に見られたものの、政府の経済対策

などを背景に、総じて景気の回復基調が継続しております。

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、環境・エネルギー関連市

場では、太陽光発電、ＬＥＤや蓄電装置等の分野で積極的な研究開発が進められております。自動車業界では、景

気が堅調な北米や景気が持ち直し傾向がみられる中国等の新興国での設備投資が積極化しており、その反面、国内

での設備投資には慎重な姿勢が見られました。当社の主要ユーザーである電機業界は、スマートフォン関連の電子

部品メーカーの業績が好調となっております。

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、自動車関連市場、スマートフォン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。そ

の結果、個別では、前年対比で12.5％程度売上が増加いたしました。

国内連結子会社では、スマートフォン関連の検査装置を受注したアイコーエンジニアリング株式会社の業績が好

調でした。海外の連結子会社では、タイの販売子会社の業績が引き続き好調であり、中国では、性能試験や安全性

試験の受託試験場を提供している電計科技研発（上海）有限公司の業績が良好に推移いたしました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は15,316百万円（前年同四半期比9.5％増）となりました。損

益面では、個別の売上増加の影響で、営業利益は373百万円（前年同四半期比112百万円増）となりました。経常利

益は、３月末に比較して円高が進行したことで評価分を含めた為替の差損益は35百万円のマイナスとなった影響

で、342百万円（前年同四半期比16百万円減）となりました。四半期純利益は、220百万円（前年同四半期比17百万

円増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

当第１四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128百万円減少し、39,183百万円となりま

した。

流動資産は、前連結会計年度末に比べて140百万円減少し、35,649百万円となりました。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて12百万円増加し、3,533百万円となりました。有形固定資産の合計が14

百万円減少いたしましたが、投資その他の資産の合計が28百万円増加したこと等によるものであります。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べて135百万円増加し、27,212百万円となりました。その他が137百万円増

加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237百万円減少し、1,304百万円となりました。長期借入金が255百万円

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26百万円減少し、10,666百万円となりました。株主資本が合計で32百万

円増加いたしましたが、その他の包括利益累計額が合計で50百万円減少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

当期の予想につきましては、本資料の公表時点において、平成26年５月14日に「平成26年３月期決算短信」で公

表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。
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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１四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26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,871,774 5,920,677

受取手形及び売掛金 28,171,551 26,519,375

商品及び製品 1,574,305 2,183,388

仕掛品 14,075 19,363

原材料及び貯蔵品 47,193 60,164

繰延税金資産 153,071 154,583

その他 1,024,112 863,607

貸倒引当金 △66,092 △71,799

流動資産合計 35,789,993 35,649,360

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 854,144 847,411

減価償却累計額 △419,370 △422,345

建物及び構築物（純額） 434,773 425,066

車両運搬具 160,539 162,323

減価償却累計額 △85,527 △88,724

車両運搬具（純額） 75,011 73,599

工具、器具及び備品 876,365 885,274

減価償却累計額 △588,065 △599,541

工具、器具及び備品（純額） 288,299 285,733

土地 1,217,317 1,217,317

リース資産 22,196 22,196

減価償却累計額 △8,234 △9,109

リース資産（純額） 13,961 13,087

有形固定資産合計 2,029,364 2,014,804

無形固定資産

リース資産 14,762 14,012

その他 137,246 136,513

無形固定資産合計 152,008 150,525

投資その他の資産

投資有価証券 725,016 761,503

長期貸付金 27,621 24,482

その他 656,349 650,172

貸倒引当金 △68,986 △67,666

投資その他の資産合計 1,340,000 1,368,491

固定資産合計 3,521,374 3,533,821

資産合計 39,311,367 39,183,182
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 14,472,266 11,489,872

短期借入金 11,177,098 14,609,170

リース債務 7,107 7,017

未払法人税等 627,474 176,569

その他 792,344 929,379

流動負債合計 27,076,292 27,212,009

固定負債

長期借入金 1,454,325 1,199,035

リース債務 24,004 22,389

繰延税金負債 31,109 51,588

その他 33,015 31,921

固定負債合計 1,542,454 1,304,935

負債合計 28,618,747 28,516,944

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 7,633,328 7,666,068

自己株式 △27,034 △27,048

株主資本合計 10,098,464 10,131,190

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 95,761 132,416

為替換算調整勘定 346,646 259,797

その他の包括利益累計額合計 442,407 392,214

少数株主持分 151,748 142,832

純資産合計 10,692,620 10,666,237

負債純資産合計 39,311,367 39,183,182
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 13,989,076 15,316,346

売上原価 12,276,395 13,399,398

売上総利益 1,712,681 1,916,948

販売費及び一般管理費 1,451,009 1,543,015

営業利益 261,671 373,932

営業外収益

受取利息及び配当金 7,592 7,238

仕入割引 17,228 17,696

為替差益 94,840 －

受取地代家賃 271 －

その他 6,782 8,055

営業外収益合計 126,715 32,991

営業外費用

支払利息 29,029 29,035

為替差損 － 35,310

その他 5 3

営業外費用合計 29,035 64,350

経常利益 359,351 342,573

特別利益

固定資産売却益 － 0

投資有価証券売却益 － 15,121

特別利益合計 － 15,122

特別損失

固定資産除却損 2,762 500

投資有価証券評価損 6,160 6,359

特別損失合計 8,922 6,860

税金等調整前四半期純利益 350,429 350,835

法人税等 127,886 118,980

少数株主損益調整前四半期純利益 222,543 231,855

少数株主利益 19,190 11,186

四半期純利益 203,352 220,669
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 222,543 231,855

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 17,625 36,655

為替換算調整勘定 180,762 △89,219

その他の包括利益合計 198,387 △52,563

四半期包括利益 420,930 179,291

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 389,763 170,476

少数株主に係る四半期包括利益 31,167 8,814
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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

27年３月期第１四半期(千円) 15,316,346 20,890,704 11,951,839

26年３月期第１四半期(千円) 13,989,076 17,220,392 8,942,360

増減額(千円) 1,327,270 3,670,312 3,009,478

増減率 (％) 9.5 21.3 33.7

26年３月期(千円) 72,749,776 73,416,213 6,377,481

※平成26年６月末現在、上記の確定受注残高とは別に、推定金額738,400千円の価格未確定受注残高があり、確定受

注残高11,951,839千円との合計は、12,690,239千円となります。また、前期の第１四半期では、この価格未確定受

注残高は、435,123千円があり、確定受注残高8,942,360千円との合計は、9,377,483千円でしたので、対前年同期

比で3,312,756千円増加しております。

（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高に組み入れられます。
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