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1. 2021年3月期第2四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年9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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期第2四半期 15,357 △4.7 2,834 △10.5 2,893 △11.3 2,002 △15.6

2020年3月期第2四半期 16,118 3.1 3,167 3.2 3,262 △3.8 2,371 △11.6

（注）包括利益 2021年3月期第2四半期　　2,087百万円 （△16.1％） 2020年3月期第2四半期　　2,487百万円 （△3.4％）

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

2021年3月期第2四半期 86.11 ―

2020年3月期第2四半期 101.99 ―

(2) 連結財政状態

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

2021年3月期第2四半期 59,997 50,088 80.9 2,085.52

2020年3月期 60,219 49,635 78.8 2,039.94

（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 48,519百万円 2020年3月期 47,435百万円

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

2020年3月期 ― 18.00 ― 22.00 40.00

2021年3月期 ― 20.00

2021年3月期（予想） ― 20.00 40.00

（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. 2021年 3月期の連結業績予想（2020年 4月 1日～2021年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 29,800 △7.4 4,900 △20.9 5,100 △21.1 3,500 △19.4 150.46

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

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） 2021年3月期2Q 23,661,000 株 2020年3月期 23,661,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 396,160 株 2020年3月期 407,712 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Q 23,258,266 株 2020年3月期2Q 23,253,463 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績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。



理研計器株式会社(7734) 2021年３月期 第２四半期決算短信

1

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………… 2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………… 3

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………… 4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………… 4

（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 ………………………… 6

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間………………………………………………………… 6

四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間………………………………………………………… 7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………… 8

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………10

（継続企業の前提に関する注記）…………………………………………………10

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）…………………………10

（企業結合等関係）…………………………………………………………………11

　

　



理研計器株式会社(7734) 2021年３月期 第２四半期決算短信

2

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わが国経済は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の中、緊急事態宣言に

よる事業者への営業自粛要請や個人の外出自粛により、企業活動への影響が拡大し、景気の先行きは極めて不透明な

状況のまま推移いたしました。緊急事態宣言解除後、経済活動再開の動きはあるものの、依然として厳しい状況が続

いています。

当社グループの属する産業防災保安機器業界の動向といたしましては、主要顧客である国内・中国・台湾を中心と

する東アジアの半導体業界の設備投資が堅調に推移いたしました。

また、自動車関連・石油関連に復調の動きがあったものの、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、前期に

比べ厳しい市場環境下で推移いたしました。

このような情勢のなかで、当社グループは、新型コロナウイルスの感染防止対策を講じるとともに、生産の合理化

による原価低減、徹底した経費削減、オンラインを活用した営業活動の展開、新製品開発への積極的な投資、品質管

理体制及びサービス体制の充実に継続して取り組んで参りました。

これらの諸施策の結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は153億５千７百万円（前年同四半期比4.7％減）、

連結営業利益は28億３千４百万円（前年同四半期比10.5％減）、連結経常利益は28億９千３百万円（前年同四半期比

11.3％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は20億２百万円（前年同四半期比15.6％減）となりました。

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、

セグメントごとの経営成績に代えて機種別の売上の状況を以下に記載いたします。

① 定置型ガス検知警報機器

当第２四半期連結累計期間の定置型ガス検知警報機器の連結売上高は、106億９千８百万円（前年同四半期比0.2％

減）となりました

② 可搬型ガス検知警報機器

当第２四半期連結累計期間の可搬型ガス検知警報機器の連結売上高は、42億２千３百万円（前年同四半期比13.5％

減）となりました。

③ その他測定機器

当第２四半期連結累計期間のその他測定機器の連結売上高は、４億３千５百万円（前年同四半期比15.9％減）とな

りました。

（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

当第２四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２億２千２百万円減少し、599億

９千７百万円（前連結会計年度末比0.4％減）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

22億３千２百万円減少し、331億４千６百万円となりました。これは主に、現金及び預金が10億２千７百万円減少した

こと、受取手形及び売掛金が４億６千４百万円減少したこと及び有価証券が13億７千２百万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20億９百万円増加し、268億５千万円となり

ました。これは主に、春日部新棟（生産センター）の完成により、建物及び構築物が37億９千７百万円増加した一方、

建設仮勘定が27憶９千９百万円減少したこと及び連結子会社である株式会社理研計器奈良製作所の新社屋新築工事着

手金等の支払いにより、建設仮勘定が６億５千５百万円増加したこと等によるものであります。

当第２四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６億７千５百万円減少し、99億

８百万円（前連結会計年度末比6.4％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８億

３千７百万円減少し、77億９千２百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が５億３百万円増加した一

方、未払法人税等が４億３千８百万円減少したこと、流動負債その他に含まれる未払金が４億２千６百万円減少した

こと及び同じく流動負債その他に含まれる未払消費税等が３億４千６百万円減少したこと等によるものであります。
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固定負債につきましては、前連結会計年度末と比較して１億６千１百万円増加し、21億１千６百万円となりました。

これは主に、固定負債その他に含まれる繰延税金負債が１億８千２百万円増加したこと等によるものであります。

当第２四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４億５千３百万円増加し、500

億８千８百万円（前連結会計年度末比0.9％増）となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益20億

２百万円を計上し、剰余金の配当が５億１千１百万円あった結果、利益剰余金が14億９千１百万円増加した一方、米

国の連結子会社であるRKI Instruments,Inc.の子会社株式を追加取得したこと等により、資本剰余金が５億３千２百

万円減少、非支配株主持分が６億３千万円減少したこと等によるものであります。

② キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して24億６千万円減少し、

125億５千６百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を28億９千３百万円、減価償却費を６億３千

万円計上した一方で、法人税等の支払額が11億６千５百万円であったこと及び未払消費税等の減少額が６億２千９

百万円であったこと等により、17億４千２百万円と前年同四半期連結累計期間と比較して収入が１億９千５百万円

の増加となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入６億１千１百万円、定期預金の払戻による収

入２億６千２百万円、投資有価証券の償還による収入が２億１百万円あった一方で、有形固定資産の取得による支

出19億３千３百万円、有価証券の取得による支出７億１千３百万円及び定期預金の預入による支出２億９千４百万

円があったこと等により、△21億３千４百万円と前年同四半期連結累計期間と比較して支出が９億３千９百万円の

増加となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額５億１千１百万円、長期借入金の返済による支出１億９

千４百万円及び連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出11億１千４百万円があったこと等により、

△19億８千９百万円と前年同四半期連結累計期間と比較して支出が11億５千１百万円の増加となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2020年８月７日の「業績予想および配当予想に関するお知らせ」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。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,227,141 9,199,929

受取手形及び売掛金 9,300,463 8,835,715

電子記録債権 2,617,791 2,631,213

有価証券 7,068,959 5,696,302

商品及び製品 2,721,112 2,876,729

仕掛品 1,848,454 2,014,672

原材料及び貯蔵品 946,137 1,086,461

その他 657,140 811,455

貸倒引当金 △8,179 △5,534

流動資産合計 35,379,021 33,146,945

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,166,979 10,803,684

機械装置及び運搬具（純額） 235,021 293,963

土地 4,142,981 4,142,981

建設仮勘定 2,873,612 812,460

その他（純額） 961,689 1,140,408

有形固定資産合計 15,380,285 17,193,498

無形固定資産

のれん 859,276 767,998

顧客関連資産 1,047,595 952,794

その他 637,121 644,265

無形固定資産合計 2,543,993 2,365,058

投資その他の資産

投資有価証券 4,568,384 4,828,725

退職給付に係る資産 999,285 1,081,888

その他 1,352,581 1,385,298

貸倒引当金 △3,750 △3,800

投資その他の資産合計 6,916,501 7,292,112

固定資産合計 24,840,780 26,850,669

資産合計 60,219,801 59,997,615
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,791,162 3,294,254

短期借入金 995,000 975,000

未払法人税等 1,253,542 815,520

賞与引当金 849,735 862,434

製品保証引当金 163,514 119,518

その他 2,576,639 1,725,802

流動負債合計 8,629,595 7,792,528

固定負債

社債 300,000 300,000

長期借入金 850,580 676,460

資産除去債務 24,987 25,884

その他 778,828 1,113,849

固定負債合計 1,954,395 2,116,193

負債合計 10,583,991 9,908,722

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 2,294,089

利益剰余金 40,926,160 42,417,342

自己株式 △239,152 △232,598

株主資本合計 46,078,726 47,044,334

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,363,947 1,580,285

為替換算調整勘定 △7,457 △105,394

その他の包括利益累計額合計 1,356,489 1,474,890

非支配株主持分 2,200,593 1,569,667

純資産合計 49,635,810 50,088,893

負債純資産合計 60,219,801 59,997,615
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 16,118,023 15,357,389

売上原価 8,538,051 8,121,518

売上総利益 7,579,971 7,235,871

販売費及び一般管理費 4,412,500 4,401,743

営業利益 3,167,471 2,834,127

営業外収益

受取利息 34,221 28,614

受取配当金 43,593 45,283

為替差益 － 31,960

受取保険金及び配当金 27,342 3,645

雑収入 30,357 50,950

営業外収益合計 135,513 160,454

営業外費用

支払利息 14,143 15,139

為替差損 23,296 －

固定資産除却損 1,299 13,299

有価証券売却損 1,629 50,742

有価証券評価損 － 18,110

雑損失 484 3,381

営業外費用合計 40,853 100,673

経常利益 3,262,131 2,893,908

特別利益

固定資産売却益 51 24

特別利益合計 51 24

特別損失

固定資産売却損 99 172

特別損失合計 99 172

税金等調整前四半期純利益 3,262,083 2,893,761

法人税、住民税及び事業税 881,482 762,840

法人税等調整額 △68,181 91,268

法人税等合計 813,301 854,108

四半期純利益 2,448,781 2,039,652

非支配株主に帰属する四半期純利益 77,187 36,897

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,371,593 2,002,754
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 2,448,781 2,039,652

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 217,047 211,306

為替換算調整勘定 △178,546 △163,638

その他の包括利益合計 38,501 47,667

四半期包括利益 2,487,283 2,087,320

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,422,775 2,121,155

非支配株主に係る四半期包括利益 64,507 △33,835
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 3,262,083 2,893,761

減価償却費 590,968 630,769

のれん償却額 71,854 71,322

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,418 △2,576

賞与引当金の増減額（△は減少） 14,744 12,698

製品保証引当金の増減額（△は減少） △31,434 △43,996

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △56,343 △82,602

受注損失引当金の増減額（△は減少） △20,091 －

受取利息及び受取配当金 △77,814 △73,898

受取保険金 △27,342 △3,645

支払利息 14,143 15,139

為替差損益（△は益） 87,290 39,840

固定資産売却損益（△は益） 47 147

固定資産除却損 1,299 13,299

売上債権の増減額（△は増加） △561,762 423,613

たな卸資産の増減額（△は増加） △43,974 △480,384

仕入債務の増減額（△は減少） △588,038 524,448

未払消費税等の増減額（△は減少） △59,341 △629,554

有価証券売却損益（△は益） 1,629 50,742

その他 △429,728 △520,018

小計 2,149,609 2,839,105

利息及び配当金の受取額 78,297 74,382

利息の支払額 △14,143 △15,139

保険金の受取額 83,680 9,672

法人税等の支払額 △750,573 △1,165,654

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,546,870 1,742,365
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △770,301 △713,158

有価証券の売却による収入 543,732 611,896

有価証券の償還による収入 520,826 19,327

定期預金の預入による支出 △260,250 △294,840

定期預金の払戻による収入 527,787 262,080

有形固定資産の取得による支出 △1,608,882 △1,933,846

有形固定資産の売却による収入 134 49

無形固定資産の取得による支出 △81,128 △83,021

投資有価証券の取得による支出 △66,064 △203,980

投資有価証券の償還による収入 － 201,395

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,194,146 △2,134,098

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △194,120 △194,120

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △101,246 △134,323

自己株式の純増減額（△は増加） △393 △290

配当金の支払額 △487,972 △511,124

非支配株主への配当金の支払額 △54,369 △34,763

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

－ △1,114,995

財務活動によるキャッシュ・フロー △838,102 △1,989,617

現金及び現金同等物に係る換算差額 △122,583 △79,005

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △607,961 △2,460,356

現金及び現金同等物の期首残高 14,346,462 15,016,366

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,738,500 12,556,009
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（４）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）

当第２四半期連結会計期間において、当社の連結子会社であるRKI Instruments,Inc.の株式を非支配株主から追

加取得したこと等により、資本剰余金が532,129千円減少しております。その結果、当第２四半期連結会計期間末

において資本剰余金が2,294,089千円となっております。。
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（企業結合等関係）

共通支配下の取引等

子会社株式の追加取得

１．取引の概要

（1）結合当事企業の名称及びその事業の内容

結合当事企業の名称：RKI Instruments,Inc.

事業の内容 ：ガス検知警報機器の販売・アフターメンテナンスサービス

（2）企業結合日

2020年７月31日

（3）企業結合の法的形式

非支配株主からの株式取得

（4）結合後企業の名称

変更ありません。

（5）その他取引の概要に関する事項

当社は、米国においてガス検知警報機器の販売・アフターメンテナンスサービスを展開しております連

結子会社のRKI Instruments,Inc.の出資比率を高めるために同社の株式を取得いたしました。株式取得

後に当社が保有する同社の議決権比率は75.0％となります。

２．実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年１月16日）及び「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16日）に基づき、共通

支配下の取引等として、非支配株主との取引として処理しております。

３．子会社株式の追加取得に関する事項

取得原価の対価及び種類ごとの内訳

取得の対価 現金 1,114,995千円

取得原価 1,114,995千円

４．非支配株主との追加取得に係る当社の持分変動に関する事項

（1）資本剰余金の主な変動要因

子会社株式の追加取得

（2）非支配株主との取引等によって減少した資本剰余金の金額

552,878千円

　


