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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、円安、株高を背景とした企業業績の改善により、

景気は緩やかな回復基調が続いているものの、前連結会計年度における設備投資や輸出・生産増の反

動による影響がみられました。また、海外経済においては、一部で弱さがみられるものの、米国や欧

州を中心に総じて緩やかな景気回復基調で推移いたしました。 
   一方、当社グループが属する電子計測器、電源機器等の業界においては、製造業の設備投資の動き

に一服感が見られ、受注環境は厳しい状況で推移いたしました。 
このような状況の中、当社グループは引き続き環境・エネルギー関連市場と自動車関連市場を中心

に積極的な営業活動と研究開発活動を行うと共に、原価低減と経費節減にも努力を重ねてまいりまし

た。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は17億３千６百万円(前年同期比4.2％増)、営業利

益は２千９百万円(前年同期比14.1％減)、経常利益は６千１百万円(前年同期比9.8％増)、親会社株主

に帰属する四半期純利益は４千１百万円(前年同期比19.0％増)となりました。 

 

   なお、当社グループにおける製品群別事業概況は、次のとおりであります。 

 

  《電子計測器群》 

    電子計測器分野においては、航空機用電子機器向けの測定器が好調に推移いたしました。また、

電子部品関連市場や家電市場向け等に安全関連試験器が比較的堅調に推移いたしました。 

    以上の結果、売上高は４億６百万円(前年同期比32.4％増)となりました。 

 

  《電源機器群》 

    電源機器分野においては、エネルギー関連市場、自動車関連市場等に動きがみられましたが、国

内製造業全般の設備投資に力強さを感じないまま推移いたしました。 

    以上の結果、売上高は12億６千万円(前年同期比2.2％減)となりました。 

 

  《サービス・部品等》 

サービス・部品等につきましては、特記すべき事項はありません。 

当該サービス・部品等の売上高は、６千９百万円(前年同期比1.3％減)となりました。 

 

    上記に含まれる海外市場の事業概況は以下のとおりであります。 

 

  《海外市場》 

    米国市場では、車載関連市場向け、特に次世代自動車関連向け電装品、電池の開発用に直流電源

や電子負荷装置に動きが見られました。 
欧州市場では、車載関連市場向けやスマートハウス関連の電子部品市場向けに電子負荷装置が好

調に推移いたしました。 
アジア市場においては、中国では車載関連市場、通信関連市場向けに、また、韓国では車載関連

市場向けに、東南アジア市場では日系企業向け等に、それぞれ安全関連試験器、交流電源、直流電

源及び電子負荷装置が好調に推移いたしました。 
以上の結果、海外売上高は６億２千８百万円(前年同期比20.0％増)となりました。 
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（2）財政状態に関する説明 
   当第１四半期連結会計期間の総資産は、たな卸資産並びに投資有価証券が増加したものの、受取手

形及び売掛金並びに有価証券の減少等により、前連結会計年度末に比べ１億８千５百万円減少し、110

億７千９百万円となりました。 

   負債は、支払手形及び買掛金が増加したものの、未払法人税等の減少等により、前連結会計年度末

に比べ１億６百万円減少し、22億１千５百万円となりました。 

   純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等により増加したものの、剰余金の配当等に

より、前連結会計年度末に比べ７千９百万円減少し、88億６千４百万円となりました。 

 

（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 27年５月 15 日に「平成 28年３月期 

決算短信」にて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。 

 

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 

   税金費用の計算 

    当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する方法を採用しております。 

 

（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計方針の変更） 

    「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21 号 平成 25 年９月 13 日。以下「企業結合会計

基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 平成 25 年９月 13 日。

以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成

25 年９月 13 日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を、当第１四半期連結会計期間から適用

し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上

するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしまし 

た。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処

理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結

財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主

持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前

第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の

組替えを行っております。 

    企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第 58－２項（４）、連結会計基準第 44

－５項（４）及び事業分離等会計基準第 57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、当

第１四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。 

    なお、当第１四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。 

 

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27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,913,731 2,884,593

受取手形及び売掛金 2,204,505 1,930,286

有価証券 200,456 100,381

商品及び製品 571,721 648,656

仕掛品 282,585 294,666

原材料及び貯蔵品 445,383 517,801

その他 266,382 264,049

流動資産合計 6,884,766 6,640,435

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 571,656 560,964

土地 1,454,495 1,454,495

その他（純額） 326,386 327,162

有形固定資産合計 2,352,538 2,342,622

無形固定資産 36,110 36,021

投資その他の資産

投資有価証券 1,248,134 1,330,220

その他 745,574 732,228

貸倒引当金 △2,015 △2,015

投資その他の資産合計 1,991,693 2,060,433

固定資産合計 4,380,342 4,439,078

資産合計 11,265,109 11,079,513

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 546,048 610,394

未払法人税等 197,977 23,717

賞与引当金 167,909 99,631

役員賞与引当金 45,000 －

製品保証引当金 12,847 17,032

その他 481,884 564,425

流動負債合計 1,451,667 1,315,200

固定負債

役員退職慰労引当金 8,026 8,106

退職給付に係る負債 164,598 164,636

その他 696,883 727,121

固定負債合計 869,508 899,864

負債合計 2,321,175 2,215,064
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,201,250 2,201,250

資本剰余金 2,737,648 2,737,648

利益剰余金 3,934,907 3,789,013

自己株式 △626,728 △626,728

株主資本合計 8,247,077 8,101,183

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 533,686 593,137

為替換算調整勘定 95,391 103,529

退職給付に係る調整累計額 33,513 32,496

その他の包括利益累計額合計 662,590 729,164

非支配株主持分 34,265 34,100

純資産合計 8,943,934 8,864,448

負債純資産合計 11,265,109 11,079,513
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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26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 1,666,184 1,736,389

売上原価 830,357 846,091

売上総利益 835,827 890,297

販売費及び一般管理費 802,028 861,264

営業利益 33,798 29,032

営業外収益

受取利息 1,326 1,672

受取配当金 16,207 21,313

有価証券売却益 11,704 16,779

その他 5,787 1,846

営業外収益合計 35,025 41,612

営業外費用

支払利息 807 780

売上割引 3,705 3,443

為替差損 7,327 3,725

その他 997 1,196

営業外費用合計 12,838 9,146

経常利益 55,985 61,498

税金等調整前四半期純利益 55,985 61,498

法人税等 20,533 20,526

四半期純利益 35,452 40,972

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支
配株主に帰属する四半期純損失（△）

887 △165

親会社株主に帰属する四半期純利益 34,565 41,137
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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26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

四半期純利益 35,452 40,972

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 41,085 59,451

為替換算調整勘定 △5,989 8,138

退職給付に係る調整額 1,325 △1,016

その他の包括利益合計 36,421 66,573

四半期包括利益 71,874 107,546

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 70,986 107,711

非支配株主に係る四半期包括利益 887 △165
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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） 

     当第１四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日） 

      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） 

     当第１四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日） 

      該当事項はありません。 
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