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1.  平成25年12月期第2四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年6月30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12月期第2四半期 7,146 △9.4 394 △57.2 406 △56.5 260 △57.9

24年12月期第2四半期 7,885 △4.5 920 △14.9 935 △12.4 618 △19.9

（注）包括利益 25年12月期第2四半期 445百万円 （△31.5％） 24年12月期第2四半期 650百万円 （△17.5％）

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12月期第2四半期 19.09 ―

24年12月期第2四半期 45.36 ―

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

25年12月期第2四半期 20,146 18,054 89.5 1,322.99
24年12月期 19,773 17,744 89.6 1,300.56

（参考） 自己資本   25年12月期第2四半期  18,028百万円 24年12月期  17,722百万円

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  ：  無  
 

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12月期 ― 15.00 ― 10.00 25.00

25年12月期 ― 10.00

25年12月期（予想） ― 10.00 20.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12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  ：  無  
 

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 14,800 △1.8 1,040 △7.8 1,060 △10.7 670 △5.8 49.17



(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  
（注）平成25年４月１日付で、連結子会社であった日置エンジニアリングサービス株式会社を吸収合併し、連結の範囲から除いておりますが、特定子会社の
異動には該当いたしません。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、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
四半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
  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条件及び
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４ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」を
ご覧ください。 
 
（四半期決算補足説明資料の入手方法について） 
  当社は、平成25年７月24日（水）に機関投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料は、開催後速やかに当社ホームページに掲載する
予定です。 

※  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12月期2Q 14,024,365 株 24年12月期 14,024,365 株

② 期末自己株式数 25年12月期2Q 397,283 株 24年12月期 397,263 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期2Q 13,627,090 株 24年12月期2Q 13,627,132 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当社グループの主要ユーザーであります電気機械メーカーの国内生産額は、昨年下期において減少いたしました

が、当期に入り増加傾向にあります。これにともない、当社グループの国内における受注・売上高は、昨年下期に

対して若干回復傾向となりましたが、電気測定器に対する需要の回復にはタイムラグがあり、未だ本格回復には至

っておりません。一方、海外売上高は、折からの円安傾向が定着し、輸出環境は好転いたしましたが、海外半導体

メーカーの設備投資抑制が継続し、当社自動試験装置の売上高が低迷しているため、総じて低調なものとなってお

ります。海外販売網の再構築、海外市場を見据えた商品企画、海外販社における販売力の強化等を積極的に進め、

海外売上高の伸長を目指します。 

 開発面では、世界市場における各製品群の競争力を強化するために、新製品発売計画に基づき順次新製品を投入

しております。生産面では、リードタイムの短縮及び平準化生産を進め、 適在庫の実現をはかりました。 

 当期は平成27年の創業80周年に向け、より一層の研究・開発効率の向上と技術革新の推進、また社員の健康増進

を目指し、研究棟及び健康増進センターの建設に着手いたしました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高が71億46百万円（前年同期比9.4％減）になりまし

た。また、営業利益は３億94百万円（同57.2％減）、経常利益は４億６百万円（同56.5％減）、四半期純利益は２

億60百万円（同57.9％減）になりました。 

  

 当社グループにおける製品別の受注高及び売上高の実績は、次のとおりであります。 

 なお、第１四半期連結会計期間から製品区分を一部変更しており、前年同期の数値につきましても、変更後の区

分に組み替えた数値を記載しております。 

  

① 受注実績 

  

② 売上実績   

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年１月１日 

至 平成24年６月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成25年１月１日 

至 平成25年６月30日） 
増減 

金額 
（千円）  

構成比 
（％）  

金額 
（千円）  

構成比 
（％）  

金額  
（千円）  

増減率  
（％）  

自 動 試 験 装 置  1,261,390  15.6  928,263  12.6  △333,127  △26.4

記 録 装 置  1,582,891  19.5  1,544,644  21.0  △38,247  △2.4

電 子 測 定 器  3,004,820  37.1  2,647,043  36.0  △357,777  △11.9

現 場 測 定 器  1,529,174  18.9  1,608,006  21.8  78,831  5.2

周 辺 装 置 他  726,637  9.0  631,469  8.6  △95,167  △13.1

合 計  8,104,914  100.0  7,359,426  100.0  △745,487  △9.2

  

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年１月１日 

至 平成24年６月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成25年１月１日 

至 平成25年６月30日） 
増減 

金額 
（千円）  

構成比 
（％）  

金額 
（千円）  

構成比 
（％）  

金額  
（千円）  

増減率  
（％）  

自 動 試 験 装 置  1,196,079  15.2  861,620  12.1  △334,459  △28.0

記 録 装 置  1,519,628  19.3  1,482,548  20.7  △37,080  △2.4

電 子 測 定 器  2,907,651  36.9  2,594,683  36.3  △312,967  △10.8

現 場 測 定 器  1,557,448  19.8  1,565,293  21.9  7,845  0.5

周 辺 装 置 他  704,632  8.9  642,370  9.0  △62,262  △8.8

合 計  7,885,440  100.0  7,146,517  100.0  △738,922  △9.4
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 また、顧客の所在地別の受注高及び売上高の実績は、次のとおりであります。 

 当第２四半期連結累計期間の海外売上高は、28億62百万円（前年同期比4.2％減）、海外売上高比率は40.0％に

なりました。 

  

① 受注実績 

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

（1）アジア ……………… 中国・韓国・台湾・インド・東南アジア  

（2）アメリカ …………… 北米・中南米 

（3）ヨーロッパ ………… ドイツ・イタリア・オランダ 

（4）その他の地域 ……… 中近東・オーストラリア・アフリカ 

３．受注高は顧客の所在地を基礎とし、分類しております。  

  

② 売上実績  

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

（1）アジア ……………… 中国・韓国・台湾・インド・東南アジア 

（2）アメリカ …………… 北米・中南米 

（3）ヨーロッパ ………… ドイツ・イタリア・オランダ 

（4）その他の地域 ……… 中近東・オーストラリア・アフリカ 

３．売上高は顧客の所在地を基礎とし、分類しております。  

  

  

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年１月１日 

至 平成24年６月30日）

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成25年１月１日 

至 平成25年６月30日）
増減 

金額 
（千円）  

構成比 
（％）  

金額 
（千円） 

構成比 
（％）  

金額  
（千円）  

増減率  
（％）  

国 内  5,025,017  62.0  4,423,322  60.1  △601,695  △12.0

海 外 

ア ジ ア  2,278,855  28.1  2,142,576  29.1  △136,278  △6.0

ア メ リ カ  430,327  5.3  447,646  6.1  17,319  4.0

ヨ ー ロ ッ パ  201,405  2.5  184,988  2.5  △16,416  △8.2

その他の地域  169,309  2.1  160,892  2.2  △8,416  △5.0

 計  3,079,896  38.0  2,936,104  39.9  △143,792  △4.7

合 計  8,104,914  100.0  7,359,426  100.0  △745,487  △9.2

  

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年１月１日 

至 平成24年６月30日）

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成25年１月１日 

至 平成25年６月30日）
増減 

金額 
（千円）  

構成比 
（％）  

金額 
（千円） 

構成比 
（％）  

金額  
（千円）  

増減率  
（％）  

国 内  4,899,102  62.1  4,284,487  60.0  △614,614  △12.5

海 外 

ア ジ ア  2,190,734  27.8  2,112,717  29.6  △78,017  △3.6

ア メ リ カ  382,498  4.9  429,754  6.0  47,255  12.4

ヨ ー ロ ッ パ  210,083  2.7  188,559  2.6  △21,524  △10.2

その他の地域  203,021  2.6  130,998  1.8  △72,022  △35.5

 計  2,986,338  37.9  2,862,029  40.0  △124,308  △4.2

合 計  7,885,440  100.0  7,146,517  100.0  △738,922  △9.4
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（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における総資産は、前連結会計年度末と比較して３億73百万円増加し、201億46百

万円になりました。主な増加項目は、売掛金、繰延税金資産及び建設仮勘定であります。 

 負債は、主として買掛金の増加により64百万円増加し、20億92百万円になりました。 

 純資産は、利益剰余金、その他有価証券評価差額金及び為替換算調整勘定の増加により３億９百万円増加し、

180億54百万円になりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して19百万円減少し、54

億80百万円になりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、６億57百万円の収入になりました。主な増加要因は、税金等調整前四半

期純利益４億円、減価償却費の発生額３億74百万円、前払年金費用及びたな卸資産の減少額１億８百万円、仕入債

務の増加額71百万円であります。主な減少要因は、法人税等の支払額２億91百万円であります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、６億48百万円の支出になりま

した。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額等により、１億36百万円の支出になりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 国内においては、当社グループの主要ユーザーであります電気機械メーカーの生産額が回復傾向にありますが、

電気測定器に対する需要は未だ本格回復に至っておりません。また、海外においては、半導体メーカーの設備投資

抑制が継続し、当社自動試験装置の売上高が低迷しているため、総じて低調なものとなっております。 

 これにともない、連結業績予想が当初予想（平成25年１月25日公表）を下回る見通しとなったため、平成25年７

月４日に「連結業績予想の修正に関するお知らせ」を公表いたしました。 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  平成25年４月１日付で、連結子会社であった日置エンジニアリングサービス株式会社を吸収合併し、連結の範囲

から除いておりますが、特定子会社の異動には該当いたしません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。   

   

（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分することが困難な会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 第１四半期連結会計期間から、法人税法の改正にともない、平成25年１月１日以後に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は、軽微であります。   

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（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12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,129,683 7,110,354

受取手形及び売掛金 1,810,521 1,865,974

商品及び製品 326,555 332,927

仕掛品 546,274 452,211

原材料及び貯蔵品 1,228,837 1,283,289

繰延税金資産 205,606 275,485

その他 93,007 77,273

貸倒引当金 △933 △862

流動資産合計 11,339,551 11,396,652

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,025,133 3,922,629

機械装置及び運搬具（純額） 274,178 280,142

工具、器具及び備品（純額） 542,843 556,139

土地 1,796,890 1,796,890

建設仮勘定 1,900 348,635

有形固定資産合計 6,640,945 6,904,436

無形固定資産   

ソフトウエア 226,125 217,945

その他 3,241 3,241

無形固定資産合計 229,366 221,186

投資その他の資産 1,563,291 1,624,540

固定資産合計 8,433,603 8,750,163

資産合計 19,773,155 20,146,815
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 311,947 395,610

未払法人税等 259,597 209,763

賞与引当金 298,055 329,594

役員賞与引当金 － 6,000

その他 502,632 478,566

流動負債合計 1,372,233 1,419,535

固定負債   

役員退職慰労引当金 110,800 120,093

繰延税金負債 260,016 285,535

その他 285,157 267,325

固定負債合計 655,973 672,953

負債合計 2,028,206 2,092,489

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,299,463 3,299,463

資本剰余金 3,936,881 3,936,881

利益剰余金 11,235,951 11,359,782

自己株式 △761,460 △761,489

株主資本合計 17,710,836 17,834,638

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 41,536 110,590

為替換算調整勘定 △29,538 83,310

その他の包括利益累計額合計 11,997 193,901

少数株主持分 22,114 25,786

純資産合計 17,744,948 18,054,326

負債純資産合計 19,773,155 20,146,815

日置電機㈱（6866）　平成25年12月期 第２四半期決算短信

6



（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 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 7,885,440 7,146,517

売上原価 4,926,497 4,675,173

売上総利益 2,958,943 2,471,343

販売費及び一般管理費 2,037,963 2,077,245

営業利益 920,979 394,098

営業外収益   

受取利息 2,426 3,032

受取配当金 9,232 9,955

受取家賃 3,917 3,694

為替差益 － 20,076

助成金収入 30,979 －

雑収入 14,637 14,126

営業外収益合計 61,193 50,885

営業外費用   

支払利息 2,527 1,977

売上割引 39,063 34,873

為替差損 3,594 －

雑損失 1,506 1,657

営業外費用合計 46,692 38,508

経常利益 935,480 406,475

特別利益   

固定資産売却益 67 641

特別利益合計 67 641

特別損失   

固定資産売却損 － 153

固定資産除却損 2,827 1,928

投資有価証券評価損 － 4,808

特別損失合計 2,827 6,891

税金等調整前四半期純利益 932,720 400,225

法人税、住民税及び事業税 383,631 220,322

法人税等調整額 △71,760 △83,131

法人税等合計 311,871 137,190

少数株主損益調整前四半期純利益 620,849 263,035

少数株主利益 2,667 2,933

四半期純利益 618,181 260,102
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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 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 620,849 263,035

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 36,450 69,054

為替換算調整勘定 △6,556 113,587

その他の包括利益合計 29,893 182,642

四半期包括利益 650,743 445,677

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 649,366 442,005

少数株主に係る四半期包括利益 1,376 3,672

日置電機㈱（6866）　平成25年12月期 第２四半期決算短信

8



（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 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６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 932,720 400,225

減価償却費 355,293 374,642

貸倒引当金の増減額（△は減少） △773 △155

前払年金費用の増減額（△は増加） 43,576 50,418

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,864 9,293

その他の引当金の増減額（△は減少） 88,934 36,323

受取利息及び受取配当金 △11,659 △12,988

助成金収入 △30,979 －

支払利息 2,527 1,977

売上割引 39,063 34,873

固定資産売却損益（△は益） △67 △487

固定資産除却損 2,827 1,928

投資有価証券評価損益（△は益） － 4,808

売上債権の増減額（△は増加） △53,113 △38,512

たな卸資産の増減額（△は増加） 53,646 57,617

仕入債務の増減額（△は減少） 46,319 71,485

未払消費税等の増減額（△は減少） 626 12,870

その他 △55,856 △29,555

小計 1,414,951 974,766

利息及び配当金の受取額 10,352 11,876

助成金の受取額 30,979 －

利息の支払額 △2,527 △2,823

売上割引の支払額 △38,763 △34,449

法人税等の支払額 △232,126 △291,693

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,182,866 657,676

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 △459,828 △599,999

有形固定資産の売却による収入 38 756

投資有価証券の取得による支出 △201,845 △1,201

会員権の取得による支出 △10,000 －

その他 △28,648 △47,680

投資活動によるキャッシュ・フロー △700,284 △648,124

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 － △28

配当金の支払額 △339,951 △136,105

その他 － △459

財務活動によるキャッシュ・フロー △339,951 △136,594

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,175 107,712

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 137,455 △19,329

現金及び現金同等物の期首残高 4,567,376 5,499,683

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,704,831 5,480,354
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

 当社グループは、電気測定器事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等
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