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2020年６月期 2021年６月期 差異 増減率（％）

売上高（百万円） 31,666 30,472 △1,194 △3.8

営業利益（百万円） 2,078 1,915 △163 △7.9

経常利益（百万円） 2,142 2,001 △141 △6.6

当期純利益（百万円） 1,502 1,370 △131 △8.7

品目別売上高 2020年６月期 2021年６月期 差異 増減率（％）

制御・情報機器システム 17,036 17,030 △5 △0.0

計測器 4,352 3,777 △575 △13.2

分析機器 6,606 7,542 935 14.2

産業機器・その他 3,670 2,122 △1,548 △42.2

　計 31,666 30,472 △1,194 △3.8

１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

　　当期の経営成績

　　当社は、2020-2022年度中期経営計画「IG2022」の初年度として、テーマとして掲げる４つの基本戦略「計測・制

御・分析ソリューションにおけるNo.１を目指す」「ターゲットの明確化とマーケティングの強化」「Only One　

Solutionの構築」「経営基盤の盤石化」を推進してまいりました。

　　その結果、当事業年度の業績は、ライフライン（電気・ガス・水道）関連が堅調に推移したことに加え、食品・飲

料メーカ向けの分析機器販売が好調となりましたが、自動車関連の回復が遅れ「売上高」は304億72百万円（前期比

3.8％減）となりました。利益面は減収に伴い、「営業利益」は19億15百万円（前期比7.9％減）、「経常利益」は20

億１百万円（前期比6.6％減）、「当期純利益」は13億72百万円（前期比8.7％減）となりました。

　　受注関連につきましては、大型の浄水場設備更新案件獲得により「制御・情報機器システム」が好調となり、「受

注高」は316億77百万円（前期比8.5％増）、「受注残高」は145億22百万円（前期比9.0％増）となりました。

　　業績の概況は以下のとおりです。

　　品目別の概況は以下の通りです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　≪制御・情報機器システム≫

　　　当品目につきましては、ライフライン関連（電気・ガス・水道）が堅調となり、売上高は170億30百万円（前期比

0.0％減）となりました。

　　≪計測器≫

　　　当品目につきましては、通信や半導体関連において前期の反動減があり、売上高は37億77百万円（前期比13.2％

減）となりました。

　　≪分析機器≫

　　　当品目につきましては、食品・飲料メーカー向けの需要が回復し、売上高は75億42百万円（前期比14.2％増）とな

りました。

　　≪産業機器・その他≫

　　　当品目につきましては、自動車関連が低調となり、売上高21億22百万円（前期比42.2％減）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。
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2017年６月期 2018年６月期 2019年６月期 2020年６月期 2021年６月期

自己資本比率（％） 43.8 44.5 46.9 52.0 53.8

時価ベースの自己資本比率（％） 39.6 56.3 69.5 60.2 67.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） － － － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － 59,387.1 － －

（２）当期の財政状態の概況

　　当事業年度末の総資産は、現金及び預金、投資有価証券等が増加したことなどにより、前事業年度末に比べ12億９

百万円増加し、235億52百万円（前期比5.4％増）となりました。また、負債合計は、電子記録債務、前受金が減少し

たことなどにより、前事業年度に比べ１億67百万円増加し、108億87百万円（前期比1.6％増）となりました。純資産

は、利益剰余金の増加などにより、前事業年度末に比べ10億41百万円増加し、126億65百万円（前期比9.0％増）とな

りました。この結果、自己資本比率は前事業年度末に比べ1.8ポイント上昇し、53.8％となりました。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

　　当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益20億１百万円に対し、前受金の増加や売上

債権の減少などにより、21億79百万円（前年同期比11億87百万円の収入増）の収入となりました。投資活動によるキ

ャッシュ・フローは、無形固定資産の取得や役員保険加入などにより、６億41百万円（前年同期比４億42百万円の支

出増）の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払による支出などにより４億64百万

円（前年同期比51百万円の支出減）の支出となりました。

　　この結果、現金及び現金同等物の当事業年度末残高は、前事業年度末に比べ10億73百万円増加し、98億10百万円と

なりました。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

自己資本比率……………………………自己資本÷総資産

時価ベースの自己資本比率……………株式時価総額÷総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率…有利子負債÷キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ…キャッシュ・フロー÷利払い

（注１）株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

（注２）キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお　

ります。

（注３）有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象として　

おります。また利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

（注４）「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）等を2019年

６月期の期首から適用しており、2018年６月期に係る自己資本比率、時価ベースの自己資本比率については、　

当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。

（４）今後の見通し

　　　　新型コロナウイルスの感染拡大を背景に低迷していた設備投資需要は、地域や業種による濃淡はあるものの、ア

フターコロナを見据え投資を再開する動きが出始めております。当社は、顧客の成長に向けた潜在的な投資需要を

取り込むべく、「計測・制御・分析」をマルチミックスしたＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）を軸にビ

ジネスを拡大し、収益の確保に努めてまいります。

　　　　次期（2022年６月期）の業績予想につきましては、現在の受注残高、営業状況等を勘案し、売上高300億円を見

込んでおります。利益面は、将来のビジネスの柱とするための研究開発投資、人財育成関連等の先行投資による費

用増加を織り込み、営業利益17億円、経常利益17億60百万円、当期純利益12億円を見込んでおります。
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（５）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　　　　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要施策のひとつと位置付けており、当社の企業価値の向上を図

りつつ、経済情勢、業界動向、今後の事業展開を総合的に判断し、年間の配当性向30％を目途に配当水準の確保に

努めております。

　　　　また、一時的な要因で業績が悪化した場合においても、株主資本配当率を踏まえた安定的な配当の維持を図りま

す。

　　　　これらの方針に基づき、当社の業績及び財務状況を踏まえ、株主の皆様へ利益還元を図るべく１株当たりの期末

配当を１株当たり125円に修正をすることといたしました。

　　　　また、次期の配当につきましては、上記の方針に基づき１株当たり110円を予定しております。
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２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社は子会社がないために連結財務諸表を作成しておらず、海外での活動についても重要性がないことから、日本基

準を適用しております。

　また、今後につきましては、他社の国際会計基準の適用動向等を踏まえた上で、国際会計基準の適用について検討し

ていく方針であります。
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年６月30日)

当事業年度
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,736,954 9,810,262

受取手形 421,964 640,528

電子記録債権 1,668,839 1,857,199

売掛金 6,179,414 5,261,771

商品 1,492,617 1,686,704

前渡金 87,404 52,729

前払費用 37,433 48,292

その他 214,741 606

流動資産合計 18,839,370 19,358,095

固定資産

有形固定資産

建物 526,453 553,625

減価償却累計額 △330,256 △343,990

建物（純額） 196,196 209,635

構築物 28,369 28,369

減価償却累計額 △28,369 △28,369

構築物（純額） 0 0

機械及び装置 38,000 30,433

減価償却累計額 △38,000 △30,433

機械及び装置（純額） 0 0

工具、器具及び備品 236,255 244,263

減価償却累計額 △196,688 △200,777

工具、器具及び備品（純額） 39,566 43,485

土地 6,172 6,172

リース資産 55,854 43,350

減価償却累計額 △32,009 △29,740

リース資産（純額） 23,844 13,609

有形固定資産合計 265,780 272,902

無形固定資産

ソフトウエア 125,463 406,026

電話加入権 5,094 5,094

リース資産 211 －

無形固定資産合計 130,770 411,121

投資その他の資産

投資有価証券 2,420,227 2,628,135

役員に対する保険積立金 311,203 573,281

繰延税金資産 118,733 33,170

破産更生債権等 761 527

その他 256,984 275,675

貸倒引当金 △725 △502

投資その他の資産合計 3,107,185 3,510,288

固定資産合計 3,503,736 4,194,311

資産合計 22,343,106 23,552,407

３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年６月30日)

当事業年度
(2021年６月30日)

負債の部

流動負債

電子記録債務 3,110,828 3,093,653

買掛金 4,652,733 4,299,571

リース債務 10,340 7,886

未払金 352,067 278,215

未払費用 198,919 200,819

未払法人税等 370,052 329,962

前受金 1,681,763 2,222,899

預り金 287,885 304,967

受注損失引当金 － 264

その他 6,367 101,298

流動負債合計 10,670,958 10,839,538

固定負債

リース債務 14,516 6,524

長期未払金 1,828 1,828

退職給付引当金 32,394 39,186

固定負債合計 48,739 47,539

負債合計 10,719,697 10,887,077

純資産の部

株主資本

資本金 569,375 569,375

資本剰余金

資本準備金 814,474 814,474

その他資本剰余金 751 751

資本剰余金合計 815,226 815,226

利益剰余金

利益準備金 125,475 125,475

その他利益剰余金

別途積立金 709,000 709,000

繰越利益剰余金 8,550,072 9,466,706

利益剰余金合計 9,384,547 10,301,181

自己株式 △159,081 △159,081

株主資本合計 10,610,067 11,526,700

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,013,341 1,138,628

評価・換算差額等合計 1,013,341 1,138,628

純資産合計 11,623,408 12,665,329

負債純資産合計 22,343,106 23,552,407
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(単位：千円)

前事業年度
(自　2019年７月１日
　至　2020年６月30日)

当事業年度
(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

売上高 31,666,911 30,472,586

売上原価

商品期首たな卸高 1,783,391 1,492,617

当期商品仕入高 24,775,099 24,272,591

合計 26,558,491 25,765,209

商品期末たな卸高 1,492,617 1,686,704

売上原価合計 25,065,873 24,078,504

売上総利益 6,601,038 6,394,082

販売費及び一般管理費

受注前活動費 367,235 365,153

役員報酬 313,863 247,086

給料及び手当 2,328,092 2,267,823

退職給付費用 67,175 71,068

福利厚生費 336,923 410,233

賃借料 380,602 392,575

減価償却費 50,668 51,396

その他 677,640 673,237

販売費及び一般管理費合計 4,522,202 4,478,574

営業利益 2,078,836 1,915,507

営業外収益

受取利息 213 195

受取配当金 56,272 62,704

保険解約返戻金 － 20,223

その他 8,014 5,932

営業外収益合計 64,500 89,056

営業外費用

売上割引 140 80

その他 502 3,158

営業外費用合計 643 3,238

経常利益 2,142,693 2,001,325

特別利益

保険差益 11,278 －

特別利益合計 11,278 －

税引前当期純利益 2,153,971 2,001,325

法人税、住民税及び事業税 644,246 599,871

法人税等調整額 7,547 30,608

法人税等合計 651,794 630,479

当期純利益 1,502,177 1,370,845

（２）損益計算書
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(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

当期首残高 569,375 814,474 751 815,226 125,475 709,000 7,552,575 8,387,050

当期変動額

剰余金の配当 △504,679 △504,679

当期純利益 1,502,177 1,502,177

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

当期変動額合計 － － － － － － 997,497 997,497

当期末残高 569,375 814,474 751 815,226 125,475 709,000 8,550,072 9,384,547

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本合
計

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △159,081 9,612,569 1,168,517 1,168,517 10,781,087

当期変動額

剰余金の配当 △504,679 △504,679

当期純利益 1,502,177 1,502,177

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

△155,175 △155,175 △155,175

当期変動額合計 － 997,497 △155,175 △155,175 842,321

当期末残高 △159,081 10,610,067 1,013,341 1,013,341 11,623,408

（３）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　2019年７月１日　至　2020年６月30日）
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(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

当期首残高 569,375 814,474 751 815,226 125,475 709,000 8,550,072 9,384,547

当期変動額

剰余金の配当 △454,211 △454,211

当期純利益 1,370,845 1,370,845

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

当期変動額合計 － － － － － － 916,633 916,633

当期末残高 569,375 814,474 751 815,226 125,475 709,000 9,466,706 10,301,181

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本合
計

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △159,081 10,610,067 1,013,341 1,013,341 11,623,408

当期変動額

剰余金の配当 △454,211 △454,211

当期純利益 1,370,845 1,370,845

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

125,287 125,287 125,287

当期変動額合計 － 916,633 125,287 125,287 1,041,920

当期末残高 △159,081 11,526,700 1,138,628 1,138,628 12,665,329

当事業年度（自　2020年７月１日　至　2021年６月30日）
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(単位：千円)

前事業年度
(自　2019年７月１日
　至　2020年６月30日)

当事業年度
(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 2,153,971 2,001,325

減価償却費 77,131 78,683

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,492 6,792

貸倒引当金の増減額（△は減少） △76 △223

受取利息及び受取配当金 △56,485 △62,899

工事損失引当金の増減額（△は減少） △4,410 －

売上債権の増減額（△は増加） 492,319 510,952

たな卸資産の増減額（△は増加） 290,773 △194,086

仕入債務の増減額（△は減少） △785,088 △371,929

前渡金の増減額（△は増加） 284,806 34,674

前受金の増減額（△は減少） △302,772 541,135

未払金の増減額（△は減少） △85,513 △87,074

未払又は未収消費税等の増減額 △262,769 304,244

その他 △82,116 △7,184

小計 1,714,279 2,754,410

利息及び配当金の受取額 56,485 62,899

法人税等の支払額 △778,729 △638,141

営業活動によるキャッシュ・フロー 992,034 2,179,168

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △47,742 △46,622

無形固定資産の取得による支出 △81,727 △301,747

投資有価証券の取得による支出 △67,767 △27,665

ゴルフ会員権の取得による支出 － △19,032

差入保証金の差入による支出 △585 △7,470

差入保証金の回収による収入 602 2,842

保険積立金の積立による支出 △2,278 △497,103

保険積立金の解約による収入 － 255,249

投資活動によるキャッシュ・フロー △199,497 △641,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △11,641 △10,446

配当金の支払額 △504,011 △453,863

財務活動によるキャッシュ・フロー △515,652 △464,309

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 276,885 1,073,307

現金及び現金同等物の期首残高 8,460,069 8,736,954

現金及び現金同等物の期末残高 8,736,954 9,810,262

（４）キャッシュ・フロー計算書
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（５）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。

（持分法損益等）

　該当事項はありません。

　なお、当社は関連会社がありません。

（単位：千円）

制御・情報機器
システム

計測器 分析機器 産業機器・その他 合計

外部顧客への売上高 17,036,072 4,352,956 6,606,956 3,670,926 31,666,911

（単位：千円）

制御・情報機器
システム

計測器 分析機器 産業機器・その他 合計

外部顧客への売上高 17,030,544 3,777,477 7,542,370 2,122,193 30,472,586

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社は、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、セグメントは単一であるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前事業年度（自　2019年７月１日　至　2020年６月30日）

１　製品及びサービスごとの情報

２　地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2）有形固定資産

　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３　主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありま

せん。

当事業年度（自　2020年７月１日　至　2021年６月30日）

１　製品及びサービスごとの情報

２　地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2）有形固定資産

　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
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３　主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありま

せん。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

　該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

　該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　該当事項はありません。
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前事業年度
（自　2019年７月１日

至　2020年６月30日）

当事業年度
（自　2020年７月１日

至　2021年６月30日）

１株当たり純資産額 3,454円69銭 １株当たり純資産額 3,764円36銭

１株当たり当期純利益金額 446円47銭 １株当たり当期純利益金額 407円44銭

項目
前事業年度

（2020年６月30日）
当事業年度

（2021年６月30日）

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 11,623,408 12,665,329

普通株式に係る純資産額（千円） 11,623,408 12,665,329

普通株式の発行済株式数（千株） 3,432 3,432

普通株式の自己株式数（千株） 67 67

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式

の数（千株）
3,364 3,364

項目
前事業年度

（自　2019年７月１日
至　2020年６月30日）

当事業年度
（自　2020年７月１日

至　2021年６月30日）

当期純利益（千円） 1,502,177 1,370,845

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,502,177 1,370,845

普通株式の期中平均株式数（千株） 3,364 3,364

（１株当たり情報）

（注）１．潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について記載しておりません。

２．算定上の基礎

１．１株当たり純資産額

２．１株当たり当期純利益金額

（重要な後発事象）

（譲渡制限付株式報酬の導入）

　当社は、2021年８月10日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度（以下

「本制度」といいます。）の導入を決議し、本制度に関する議案を2021年９月29日開催予定の定時株主総会に付議す

ることといたしました。

　詳細につきましては、本日（2021年８月10日）付にて公表いたしました「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関する

お知らせ」をご参照ください。
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　品目別 受注高（百万円）
対前事業年度

増減率（％）
受注残高（百万円）

対前事業年度

増減率（％）

 制御・情報機器システム 18,487 19.7 10,566 16.0

 計測器 3,869 △4.7 535 20.8

 分析機器 7,388 2.0 2,364 △6.1

 産業機器・その他 1,931 △20.8 1,055 △15.3

計 31,677 8.5 14,522 9.0

４．その他

受注の状況

　　当事業年度における受注実績は、次のとおりであります。

（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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