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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

25年3月期第3四半期 50,363 9.0 1,440 36.4 1,615 63.9 1,031 14.2
24年3月期第3四半期 46,206 6.1 1,055 24.6 985 33.7 903 44.0

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 989百万円 （21.3％） 24年3月期第3四半期 815百万円 （40.6％）

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

25年3月期第3四半期 131.38 ―
24年3月期第3四半期 115.09 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 35,995 8,491 23.4
24年3月期 37,088 7,757 20.8
（参考） 自己資本  25年3月期第3四半期  8,418百万円 24年3月期  7,705百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  有  
 

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

24年3月期 ― 7.00 ― 20.00 27.00
25年3月期 ― 12.00 ―
25年3月期（予想） 23.00 35.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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

通期 70,000 3.0 1,800 6.6 1,900 12.8 1,300 △6.7 165.62



(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  

(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「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 

(注)詳細は、添付資料3ページ「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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 
  本資料に掲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
料の3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 7,879,005 株 24年3月期 7,879,005 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 29,824 株 24年3月期 29,814 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 7,849,182 株 24年3月期3Q 7,849,324 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1)  連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災の復興需要や経済対策効果に

より、緩やかな回復基調が見られたものの、引き続き欧州における債務問題や米国の財政の壁問

題で、円高・株安が続き景気の先行きが不透明な状況が続きました。 

しかしながら、12月半ばの総選挙を境目として、政権交代による期待感から一転、円安・株高

基調となり、景気回復の期待感が増大してまいりました。 

一方、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は積極的な研究開発

が進められておりますが、主要ユーザーである電機・自動車業界は消費の動向を見極めた慎重な

設備投資姿勢が見られました。 

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。東アジアで

は、生産拠点を中国以外にも拡げる動きが活発化したことに加え、中国では、やや景気に翳りが

出てきたとは言え、引き続き好調な景気を維持していることから、海外子会社の業績が順調に推

移いたしました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は50,363百万円（前年同四半期比9.0％増）

となりました。損益面では、粗利益率の改善に加え、海外子会社の好調な業績も寄与し、営業利

益は1,440百万円（前年同四半期比384百万円増）となりました。為替が大幅に円安になったた

め、評価額を含めた為替差損益は、一転、150百万円程度の差益に転じたため、経常利益は1,615

百万円（前年同四半期比630百万円増）、四半期純利益は1,031百万円（前年同四半期比127百万

円増）となりました。 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第３四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1,092百万円減少し、35,

995百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,052百万円減少し、33,109百万円となりました。商

品及び製品が558百万円増加いたしましたが、受取手形及び売掛金が1,562百万円減少したこと等

によるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて40百万円減少し、2,886百万円となりました。土地の

売却により54百万円減少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2,430百万円減少し、24,679百万円となりました。短

期借入金が912百万円増加いたしましたが、支払手形及び買掛金が3,055百万円、その他が144百

万円減少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603百万円増加し、2,824百万円となりました。長期借

入金が604百万円増加したこと等によるものであります。 
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（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べて734百万円増加し、8,491百万円となりました。配当金の

支払いにより251百万円減少いたしましたが、四半期純利益1,031百万円を計上したことにより利

益剰余金が780百万円増加したこと等によるものであります。 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期の通期連結業績予想につきましては、円安・株高の進行により景気回復ムード

は高まっておりますが、実態経済への波及は見られず、第４四半期の国内業績見通しは、見込み

以上に厳しい状況にあります。 
しかしながら、第３四半期までの計画対比好調な業績と円安による為替差益の発生を勘案し、

平成24年11月14日付け「平成25年３月期 第２四半期決算短信」で開示いたしました業績予想を

上方修正いたします。 
詳細は、本日（平成25年２月12日）公表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」

をご参照下さい。 

 

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３四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 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

一部の国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更し

ております。 

この変更による当第３四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,941,593 3,736,001

受取手形及び売掛金 27,551,482 25,989,178

商品及び製品 1,596,816 2,155,576

仕掛品 18,457 13,636

原材料及び貯蔵品 43,277 53,098

繰延税金資産 230,430 230,054

未収消費税等 － 95,511

その他 797,190 863,095

貸倒引当金 △17,603 △26,784

流動資産合計 34,161,645 33,109,368

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 788,702 780,989

減価償却累計額 △367,064 △377,257

建物及び構築物（純額） 421,638 403,732

車両運搬具 104,605 103,921

減価償却累計額 △61,529 △62,513

車両運搬具（純額） 43,075 41,407

工具、器具及び備品 690,780 783,160

減価償却累計額 △525,674 △546,764

工具、器具及び備品（純額） 165,106 236,395

土地 999,513 944,613

リース資産 12,096 12,096

減価償却累計額 △3,987 △5,567

リース資産（純額） 8,109 6,529

有形固定資産合計 1,637,444 1,632,678

無形固定資産   

のれん 8,818 －

その他 74,642 75,645

無形固定資産合計 83,460 75,645

投資その他の資産   

投資有価証券 586,018 572,721

長期貸付金 55,805 45,014

繰延税金資産 14,247 14,647

その他 674,658 669,726

貸倒引当金 △109,570 △108,942

投資損失引当金 △14,980 △14,980

投資その他の資産合計 1,206,178 1,178,187

固定資産合計 2,927,083 2,886,512

資産合計 37,088,729 35,995,880
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,498,574 10,443,051

短期借入金 12,267,940 13,180,340

リース債務 2,352 2,072

未払法人税等 472,785 365,197

未払消費税等 35,213 －

その他 833,294 689,013

流動負債合計 27,110,159 24,679,675

固定負債   

長期借入金 2,189,105 2,793,970

リース債務 7,395 5,915

その他 24,621 24,800

固定負債合計 2,221,121 2,824,685

負債合計 29,331,281 27,504,360

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 5,492,678 6,272,700

自己株式 △26,710 △26,717

株主資本合計 7,958,138 8,738,152

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △40,635 △83,377

為替換算調整勘定 △211,850 △235,806

その他の包括利益累計額合計 △252,486 △319,184

少数株主持分 51,796 72,551

純資産合計 7,757,448 8,491,519

負債純資産合計 37,088,729 35,995,880
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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３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 46,206,294 50,363,896

売上原価 41,249,411 44,791,526

売上総利益 4,956,882 5,572,369

販売費及び一般管理費 3,901,387 4,132,289

営業利益 1,055,495 1,440,079

営業外収益   

受取利息及び配当金 26,006 15,753

仕入割引 56,510 59,708

受取手数料 － 31,417

為替差益 － 150,180

受取地代家賃 1,014 854

その他 23,735 20,807

営業外収益合計 107,266 278,721

営業外費用   

支払利息 102,041 97,718

手形売却損 1,442 1,593

為替差損 73,802 －

その他 132 4,133

営業外費用合計 177,418 103,446

経常利益 985,343 1,615,355

特別利益   

固定資産売却益 438 600

投資有価証券償還益 54,891 －

特別利益合計 55,329 600

特別損失   

固定資産売却損 15 6,976

固定資産除却損 1,191 3,936

投資有価証券評価損 75,545 －

特別損失合計 76,752 10,913

税金等調整前四半期純利益 963,919 1,605,041

法人税等 52,035 550,020

少数株主損益調整前四半期純利益 911,884 1,055,021

少数株主利益 8,526 23,825

四半期純利益 903,357 1,031,195
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 911,884 1,055,021

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △66,056 △42,741

為替換算調整勘定 △30,072 △22,869

その他の包括利益合計 △96,128 △65,611

四半期包括利益 815,755 989,410

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 809,938 964,498

少数株主に係る四半期包括利益 5,817 24,912
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

 該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

 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 

25年３月期第３四半期(千円) 50,363,896 53,790,029  10,302,008

24年３月期第３四半期(千円) 46,206,294 48,895,499  10,404,099

増減額(千円) 4,157,602 4,894,530  △102,091

増減率（％） 9.0 10.0  △1.0

24年３月期(千円) 67,973,891 67,134,872  6,875,875

※平成24年12月末現在、上記の確定受注残高とは別に、推定金額528,563千円の価格未確定受注残高があり、確定受

注残高10,302,008千円との合計は、10,830,572千円となります。また、前期の第３四半期では、この価格未確定

受注残高は、307,335千円であり、確定受注残高10,404,099千円との合計は、10,711,435千円でしたので、対前年

同期比で119,137千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残高に組み入れられます。 
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