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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

①業績の状況

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日本銀行による金融緩和政策等により、企業収

益や雇用情勢が改善され、国内景気は緩やかな回復基調で推移しました。一方、中国をはじめとする新興国の減

速、中東を中心とした海外政情不安による影響や原油価格の急激な変動等により国内経済を下押しするリスクがあ

り、先行きは依然として不透明な状況が続いております。

 計測制御業界におきましては、中小企業の回復の遅れや、アジア経済の減速など懸念材料がありつつも、大企

業、中堅企業を中心とした収益の改善等により、設備投資は回復傾向で推移いたしました。

 このような状況のもとで当社は、上水道関連、ＬＮＧ基地などの国内ライフラインや民間プラント向け制御シス

テムを中心に、積極的な販売活動を行ってまいりました。 

 その結果、当第２四半期累計期間の受注高は、制御情報機器システム・産業機器その他が堅調であり146億72百

万円（前年同四半期比4.1％増）となりました。売上高は、分析機器・計測機器の研究機関向け販売が低調であっ

たものの、エネルギー関連を中心に制御情報機器システムが順調に推移し104億86百万円（前年同四半期比2.6％

増）となりました。利益面につきましては、エネルギー関連を中心に比較的利益率が高い制御情報機器システムの

売上が伸びた事や技術部門の販管費が減少した事等により、営業利益２億19百万円（前年同四半期比339.0％

増）、経常利益２億37百万円（前年同四半期比258.7％増）、四半期純利益１億48百万円（前年同四半期比505.4％

増）ともに前年同四半期を大きく上回る結果となりました。

 

 また、セグメントにつきましては、当社では計測制御機器、分析機器等の各種電子応用機器の販売と、それに付 

随するエンジニアリング業務などを行っているものであり、単一であります。

 

②第２四半期累計期間の季節的変動 

 当社の主要な販売先は、上下水道、電力、都市ガス等の公共事業関連、民間でもエンド・ユーザーが官公庁の重 

電・プラント関連の販売先が多く、売上高・利益ともに第３四半期会計期間（１月１日～３月31日）に集中すると 

いう季節的変動の傾向があります。

 

（２）財政状態に関する説明

（資産） 

 流動資産は、前事業年度末に比べて15.5％減少し127億81百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金が

２億18百万円、商品及び製品が５億60百万円が増加した一方、現金及び預金が31億95百万円減少したことなどによ

るものであります。 

 固定資産は、前事業年度末に比べて2.7％減少し27億68百万円となりました。これは、投資有価証券が1億35百万

円減少したことなどによるものであります。 

 この結果、総資産は、前事業年度末に比べて13.5％減少し155億50百万円となりました。

（負債） 

 流動負債は、前事業年度末に比べて22.6％減少し79億80百万円となりました。これは、買掛金が18億25百万円、

未払法人税等が３億31百万円減少したことなどによるものであります。 

 固定負債は、前事業年度末に比べて1.7％増加し８億４百万円となりました。これは主に、退職給付引当金が９

百万円増加したことなどによるものであります。 

 この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて20.9％減少し87億85百万円となりました。

（純資産） 

 純資産合計は、その他有価証券評価差額金が１億４百万円減少したことなどにより、67億65百万円となりまし

た。

 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

 本資料に記載されている業績予想につきましては、平成27年８月７日付発表「平成27年６月期決算短信[日本基 

準]（非連結）」の記載から変更はありません。なお、業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報 

に基づき作成されたものであり、実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

 該当事項はありません。

 

（２）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。
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成27年６月30日) 
当第２四半期会計期間 
(平成27年12月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 6,824,915 3,629,716 

受取手形及び売掛金 6,673,703 6,892,541 

商品及び製品 1,432,086 1,992,097 

前渡金 107,812 217,278 

前払費用 19,737 31,837 

繰延税金資産 74,314 17,459 

その他 4,320 1,186 

貸倒引当金 △2,022 △289 

流動資産合計 15,134,868 12,781,827 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 183,841 181,501 

機械及び装置（純額） 0 0 

工具、器具及び備品（純額） 20,660 22,576 

土地 6,172 6,172 

リース資産（純額） 2,175 1,018 

有形固定資産合計 212,849 211,268 

無形固定資産    

のれん 17,500 12,500 

ソフトウエア 30,814 36,475 

電話加入権 5,094 5,094 

リース資産 3,556 9,074 

無形固定資産合計 56,965 63,144 

投資その他の資産    

投資有価証券 1,715,223 1,580,172 

繰延税金資産 28,902 82,952 

役員に対する保険積立金 552,254 554,533 

長期前払費用 1,398 1,095 

破産更生債権等 1,260 1,225 

その他 278,204 275,727 

貸倒引当金 △1,195 △1,162 

投資その他の資産合計 2,576,047 2,494,544 

固定資産合計 2,845,863 2,768,958 

資産合計 17,980,731 15,550,785 
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    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成27年６月30日) 
当第２四半期会計期間 
(平成27年12月31日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 7,853,590 6,028,264 

リース債務 2,831 3,236 

未払金 161,495 131,746 

未払費用 154,755 156,163 

未払法人税等 377,074 46,019 

前受金 1,542,988 1,415,482 

預り金 132,690 109,342 

役員賞与引当金 - 17,305 

損害賠償損失引当金 35,792 - 

その他 52,193 72,964 

流動負債合計 10,313,412 7,980,523 

固定負債    

リース債務 3,093 7,049 

長期未払金 84,079 84,079 

退職給付引当金 704,343 713,674 

固定負債合計 791,515 804,802 

負債合計 11,104,927 8,785,326 

純資産の部    

株主資本    

資本金 569,375 569,375 

資本剰余金 815,226 815,226 

利益剰余金 4,601,002 4,595,269 

自己株式 △4,148 △4,148 

株主資本合計 5,981,455 5,975,722 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 894,348 790,290 

繰延ヘッジ損益 - △554 

評価・換算差額等合計 894,348 789,735 

純資産合計 6,875,804 6,765,458 

負債純資産合計 17,980,731 15,550,785 
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（２）四半期損益計算書

（第２四半期累計期間）

    (単位：千円) 

 
前第２四半期累計期間 
(自 平成26年７月１日 

 至 平成26年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成27年７月１日 
 至 平成27年12月31日) 

売上高 10,216,598 10,486,693 

売上原価 8,382,422 8,555,439 

売上総利益 1,834,175 1,931,254 

販売費及び一般管理費    

受注前活動費 139,505 99,284 

役員報酬 78,750 80,250 

役員賞与引当金繰入額 4,445 17,305 

給料及び手当 861,162 866,123 

退職給付費用 40,084 36,531 

福利厚生費 144,857 144,358 

賃借料 182,009 174,280 

減価償却費 24,258 19,863 

その他 309,185 274,120 

販売費及び一般管理費合計 1,784,257 1,712,117 

営業利益 49,917 219,136 

営業外収益    

受取利息 439 457 

受取配当金 9,394 14,685 

その他 6,657 3,634 

営業外収益合計 16,490 18,777 

営業外費用    

その他 130 146 

営業外費用合計 130 146 

経常利益 66,277 237,767 

特別利益    

投資有価証券売却益 208 － 

特別利益合計 208 － 

特別損失    

事務所移転費用 9,946 － 

特別損失合計 9,946 － 

税引前四半期純利益 56,539 237,767 

法人税、住民税及び事業税 8,218 35,144 

法人税等調整額 23,818 54,291 

法人税等合計 32,037 89,436 

四半期純利益 24,502 148,331 
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（３）四半期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。

 

４．補足情報

 受注及び販売の状況

  ①受注実績

 当第２四半期累計期間における受注実績は、次のとおりであります。

 品目別 受注高（千円） 前年同四半期比（％） 受注残高（千円） 前年同四半期比（％）

制御・情報機器システム 7,359,761 2.4 8,440,047 13.8

計測器 1,962,041 △14.9 697,825 △35.9

分析機器 3,021,993 △14.0 1,717,027 △9.7

産業機器その他 2,329,149 114.7 2,184,822 129.2

計 14,672,945 4.1 13,039,722 14.8

（注）金額は販売価格によっており、消費税および地方消費税は含まれておりません。

 

  ②販売実績

 当第２四半期累計期間における販売実績は、次のとおりであります。

 品目別 金額（千円） 前年同四半期比（％）

 制御・情報機器システム 5,427,388 13.5

 計測器 1,818,627 △5.9

 分析機器 2,785,660 △10.9

 産業機器その他 455,016 21.2

 計 10,486,693 2.6

（注）金額は販売価格によっており、消費税および地方消費税は含まれておりません。
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