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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4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 ％

26年3月期第1四半期 5,554 △3.1 △24 ― △20 ― △24 ―
25年3月期第1四半期 5,731 10.0 83 ― 84 ― 36 271.8

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △26百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 10百万円 （△26.1％）

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

26年3月期第1四半期 △3.94 ―
25年3月期第1四半期 5.73 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 16,253 6,782 41.7
25年3月期 17,446 6,859 39.3
（参考） 自己資本 26年3月期第1四半期 6,782百万円 25年3月期 6,859百万円

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

25年3月期 ― 5.00 ― 8.00 13.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 5.00 ― 8.00 13.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 13,440 11.5 274 64.6 274 64.2 143 79.4 22.10
通期 28,000 4.1 610 7.4 610 7.1 317 1.3 49.00



(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 ： 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
半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・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、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P.３「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。

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 6,470,000 株 25年3月期 6,470,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 135,740 株 25年3月期 135,680 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 6,334,272 株 25年3月期1Q 6,334,333 株
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当第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）におけるわが国経済は、

円高の是正や政府の経済政策により、輸出企業を中心に業績が改善され、景気持ち直しの兆しが見られ

たものの、企業の設備投資は未だ抑制されており、実体経済の回復は不透明なまま推移しました。 

当社グループの既存事業領域である石油化学、鉄鋼、機械製造業界等においては、生産や輸出の増加

に伴って企業の収益に改善の動きが見られるものの、設備の統合や企業合併、国際分業等により、国内

の設備投資に対し企業は未だ慎重姿勢を崩しておらず、緩やかな投資ペースに留まっております。 

このような状況下、当社グループにおきましては、新たに策定した中期３ヵ年経営計画にて、「経営

資源の有効活用による新たな成長への挑戦」を経営基本方針に掲げ、産業構造の変化に対応した強固な

経営基盤作りを推し進めました。顧客密着営業の強化を重点営業戦略とし、FAシステムや情報通信・ネ

ットワーク機器、メガソーラー関連付帯機器等の販売強化、オイル清浄度管理他品質管理分野への取組

みに注力いたしました。 

また、当社グループの重点市場と位置付ける研究開発市場においては、各拠点からもたらされる現場

情報の共有と活用により顧客の開拓と深耕を推進し、中国市場においては、リプレース需要への対応に

加え、省エネや合理化設備の拡販を促進し、収益基盤の拡大に邁進してまいりました。 

その結果、自動車業界向けに検査・分析機器の売上が伸張したものの、プラント関連他全般的に設備

投資が低調で、舶用機器市場の落ち込みも影響し、当第１四半期連結累計期間の売上高は55億54百万円

（前年同四半期比3.1％減）となり、売上総利益８億48百万円（前年同四半期比7.9％減）、営業損失24

百万円（前年同四半期は営業利益83百万円）、経常損失20百万円（前年同四半期は経常利益84百万

円）、四半期純損失24百万円（前年同四半期は四半期純利益36百万円）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ11億92百万円減少し162億

53百万円となりました。これは受取手形及び売掛金が前連結会計年度末に比べ16億95百万円減少したこ

とが主な要因であります。 

一方負債の部では、前連結会計年度末に比べ11億15百万円減少し94億71百万円となりました。これは

支払手形及び買掛金が９億50百万円減少したことが主な要因であります。 

純資産は剰余金の配当による減少が50百万円、その他有価証券評価差額金の減少が６百万円、四半期

純損失が24百万円であること等により、前連結会計年度末に比べ77百万円減少し67億82百万円となりま

した。その結果、自己資本比率は41.7%となりました。 

  

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

（２）財政状態に関する説明
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当社グループの事業領域においては依然として設備投資が低調に推移しており、厳しい状況が続くも

のと想定されますが、受注は堅調であり、今後、政府の経済政策をもとにした公共投資の拡大や民間企

業の設備投資が増加していくものと見込まれます。 

以上により、第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、現時点では平成25年５月

13日に発表いたしました業績予想通りであります。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,446,082 1,835,318

受取手形及び売掛金 12,464,564 10,768,679

たな卸資産 433,248 547,867

その他 261,629 263,454

貸倒引当金 △1,225 △1,054

流動資産合計 14,604,298 13,414,265

固定資産

有形固定資産 1,499,085 1,490,227

無形固定資産 76,497 70,120

投資その他の資産

その他 1,329,198 1,341,903

貸倒引当金 △62,836 △62,879

投資その他の資産合計 1,266,361 1,279,023

固定資産合計 2,841,945 2,839,371

資産合計 17,446,243 16,253,637

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,886,437 7,935,618

短期借入金 50,000 －

1年内返済予定の長期借入金 150,000 250,000

未払法人税等 46,418 13,381

賞与引当金 279,824 87,995

役員賞与引当金 13,000 3,384

その他 230,044 337,886

流動負債合計 9,655,724 8,628,265

固定負債

長期借入金 533,858 435,492

退職給付引当金 264,756 272,184

引当金 131,604 134,484

その他 680 680

固定負債合計 930,898 842,840

負債合計 10,586,623 9,471,106
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,533,400 1,533,400

資本剰余金 1,567,550 1,567,550

利益剰余金 3,741,449 3,665,791

自己株式 △48,602 △48,626

株主資本合計 6,793,797 6,718,115

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 74,770 67,958

為替換算調整勘定 △8,947 △3,543

その他の包括利益累計額合計 65,822 64,415

純資産合計 6,859,620 6,782,530

負債純資産合計 17,446,243 16,253,637
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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１四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年６月30日)

売上高 5,731,539 5,554,155

売上原価 4,811,109 4,705,988

売上総利益 920,430 848,167

販売費及び一般管理費 837,422 872,289

営業利益又は営業損失（△） 83,008 △24,122

営業外収益

受取利息 486 824

受取配当金 3,561 3,694

仕入割引 3,052 3,885

為替差益 － 775

その他 3,439 2,096

営業外収益合計 10,540 11,276

営業外費用

支払利息 2,536 2,057

支払保証料 5,211 4,036

為替差損 98 －

その他 1,548 1,585

営業外費用合計 9,395 7,679

経常利益又は経常損失（△） 84,152 △20,525

特別利益

有形固定資産売却益 250 －

特別利益合計 250 －

特別損失

有形固定資産除却損 1,383 338

特別損失合計 1,383 338

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

83,018 △20,864

法人税、住民税及び事業税 8,337 7,728

法人税等調整額 38,397 △3,608

法人税等合計 46,734 4,119

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

36,284 △24,983

四半期純利益又は四半期純損失（△） 36,284 △24,983
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四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４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又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

36,284 △24,983

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △30,594 △6,811

為替換算調整勘定 4,868 5,403

その他の包括利益合計 △25,726 △1,407

四半期包括利益 10,558 △26,391

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 10,558 △26,391

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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、工業用計測制御機器、環境計測・分析機器、測定・検査機器、産業機械等をユーザ

ーへ販売（一部製造販売）することを事業としております。取扱商品の内容、販売市場、販売方法、サ

ービスの提供方法が類似している事等から判断して、当社グループの事業区分としては単一セグメント

であるため、記載を省略しております。 

  

（３）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

【セグメント情報】
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当第１四半期連結累計期間における生産実績は、次のとおりであります。 

 
(注) １ 上記は製造を行っております連結子会社(双葉テック㈱)の合計金額であります。 

２ 上記金額は製造原価によっております。 

３ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期連結累計期間における受注実績は、次のとおりであります。 

 
(注) １ 連結子会社(双葉テック㈱)において受注生産を行っております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期連結累計期間における品目別の販売実績は、次のとおりであります。 

 
(注)   上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

５．補足情報

 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

品目別 生産高(千円)

工業用計測制御機器 41,764

産業機械 46,052

合計 87,817

(2) 受注状況

品目別 受注高(千円) 受注残高(千円)

工業用計測制御機器 48,540 26,088

産業機械 57,524 96,022

合計 106,064 122,111

(3) 販売実績

品目別 販売高(千円)

工業用計測制御機器 3,038,973

環境計測・分析機器 444,406

測定・検査機器 394,397

産業機械 1,676,377

合計 5,554,155
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