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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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3月期第1四半期 611 15.5 △199 ― △199 ― △149 ―
24年3月期第1四半期 529 △41.7 △183 ― △182 ― △186 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △148百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △185百万円 （―％）

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1四半期 △1.13 ―
24年3月期第1四半期 △1.65 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 10,136 5,761 56.8
24年3月期 11,113 6,109 55.0
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  5,761百万円 24年3月期  6,109百万円

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3月期 ― ― ― 1.50 1.50
25年3月期 ―
25年3月期（予想） ― ― 1.00 1.00

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、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) 2,100 △26.7 20 △80.2 10 △90.1 0 ― 0.00
通期 8,000 △11.4 820 △38.8 800 △40.2 720 △50.6 5.42



(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、「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項」（１）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 

(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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２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

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） 25年3月期1Q 132,796,338 株 24年3月期 132,796,338 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 2,281 株 24年3月期 612 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 132,794,323 株 24年3月期1Q 116,039,602 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等に支えられ緩やかな回

復の兆しがみられたものの、電力供給に対する懸念に加え、欧州債務危機を背景とした円高の長期化や

中国経済の成長鈍化など世界経済の停滞感の増加などにより、依然として不透明な状況が続いていま

す。 

このような状況のもと、当社グループは、21年ぶりの株式配当の復活などで会社の再建を実感すると

ともに、当社の次なる成長を目指して、株式会社ＩＨＩとの間で業務提携契約を結び、協業に基づく事

業的なシナジーや販売面での効果を期待し、ＩＨＩグループの一員として、気候変動・水資源管理・地

震防災・宇宙観測の４つの分野を事業の柱として新たな出発を始めております。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は前年同四半期比82百万円（15.5％）増加し、611百

万円となりました。売上高は増加したものの、原価率の悪化に伴い損益面ではそれぞれ損失額を増加さ

せており、営業損失は前年同四半期に比べ16百万円増加し 199百万円となり、経常損失は前年同四半期

に比べ17百万円増加し199百万円となりました。しかしながら、四半期純損失は繰延税金資産の計上な

どにより前年同四半期に比べ36百万円改善し149百万円となっております。 

なお、当社グループの売上高および利益の計上には季節的変動があり、第４四半期連結会計期間に偏

る傾向があります。詳しくは（３）連結業績予想に関する定性的情報をご参照下さい。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して977百万円減少しました。主

な内容は、資産の部では、現金及び預金の減少（398百万円）、受取手形及び売掛金の減少（1,216百万

円）、仕掛品の増加（497百万円）等によるものであり、負債の部では支払手形及び買掛金の減少（579

百万円）によるものであります。純資産は、当四半期純損失の計上（149百万円）と剰余金の配当によ

る減少（199百万円）で前連結会計年度末比 348百万円減少しております。この結果自己資本比率は

55.0％から1.8ポイントプラスされ56.8％となりました。 

  

平成24年５月８日に公表いたしました平成25年３月期の連結業績予想に比べ、当第１四半期連結累計

期間の売上高は、通期予想に対しては7.7％の進捗であり、平均的な進捗率に比べますと大きく乖離し

ております。これは、官公庁への納入割合が大きく納期が年度末に偏ることから、第４四半期連結会計

期間に売上が集中する傾向が顕著であり、グループの売上高および利益の計上には著しい季節的変動が

あるためです。従いまして、ここまでの進捗率の乖離による業績への影響は特に問題になることはな

く、第２四半期連結累計期間の業績予想に変更はありません。 

今後の状況におきましては、大震災の復興事業の一巡等で国内の官公庁市場は縮小の見通しであり、

当面厳しい事業環境が続くことが予想されることは従来のとおりであります。また、ＩＨＩグループの

一員となり、宇宙事業や社会基盤事業のシナジー効果が大いに期待できるところではありますが、スタ

ートしたばかりでもあり、具体的な成果を挙げるにはもう少し時間がかかると思われます。従いまし

て、通期の連結業績予想につきましても現時点では変更はありません。 

  

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

（２）連結財政状態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
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当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する方法を採用しております。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１） 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

○税金費用の計算
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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３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 595,978 197,456

受取手形及び売掛金 5,872,077 4,655,935

製品 19,030 39,520

仕掛品 513,934 1,011,709

原材料及び貯蔵品 394,771 409,443

繰延税金資産 404,949 492,495

その他 52,075 54,138

貸倒引当金 △1,152 △1,877

流動資産合計 7,851,663 6,858,821

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 222,779 217,789

機械装置及び運搬具（純額） 175,606 164,490

土地 2,551,803 2,551,803

リース資産（純額） 49,365 42,464

建設仮勘定 13,271 8,953

その他（純額） 120,171 134,929

有形固定資産合計 3,132,997 3,120,430

無形固定資産   

リース資産 1,633 1,458

その他 29,000 57,206

無形固定資産合計 30,633 58,664

投資その他の資産   

投資有価証券 700 700

長期貸付金 1,922 1,824

繰延税金資産 59,402 59,402

その他 60,644 58,075

貸倒引当金 △23,992 △21,796

投資その他の資産合計 98,676 98,205

固定資産合計 3,262,308 3,277,300

資産合計 11,113,971 10,136,122
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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１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,973,056 1,393,208

未払金 138,204 193,264

リース債務 25,851 23,842

未払法人税等 24,466 9,160

未払消費税等 145,094 2,582

製品保証引当金 145,036 135,847

賞与引当金 267,414 105,580

その他 161,821 383,134

流動負債合計 2,880,945 2,246,620

固定負債   

リース債務 25,147 20,080

退職給付引当金 1,223,234 1,199,501

環境対策引当金 16,870 50,243

再評価に係る繰延税金負債 858,289 858,289

固定負債合計 2,123,541 2,128,115

負債合計 5,004,486 4,374,735

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,996,530 2,996,530

利益剰余金 1,564,426 1,215,683

自己株式 △59 △214

株主資本合計 4,560,896 4,212,000

その他の包括利益累計額   

繰延ヘッジ損益 △1,342 △543

土地再評価差額金 1,549,929 1,549,929

その他の包括利益累計額合計 1,548,587 1,549,386

純資産合計 6,109,484 5,761,387

負債純資産合計 11,113,971 10,136,122
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

売上高 529,310 611,493

売上原価 423,235 532,859

売上総利益 106,074 78,634

販売費及び一般管理費   

役員報酬 27,166 22,347

従業員給料及び手当 116,713 118,129

賞与引当金繰入額 34,404 26,908

退職給付費用 2,110 17,239

賃借料 24,005 15,033

製品保証引当金繰入額 24,212 9,797

その他 61,069 69,069

販売費及び一般管理費合計 289,682 278,525

営業損失（△） △183,607 △199,891

営業外収益   

受取利息 26 15

受取賃貸料 7,110 7,181

その他 565 1,466

営業外収益合計 7,702 8,663

営業外費用   

支払利息 1,260 855

売上債権売却損 28 365

株式管理費用 1,937 1,557

支払手数料 － 3,939

為替差損 251 257

その他 2,887 1,677

営業外費用合計 6,364 8,652

経常損失（△） △182,270 △199,879

特別損失   

環境対策引当金繰入額 － 33,373

特別損失合計 － 33,373

税金等調整前四半期純損失（△） △182,270 △233,252

法人税、住民税及び事業税 3,811 △83,704

法人税等合計 3,811 △83,704

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △186,082 △149,548

四半期純損失（△） △186,082 △149,548
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △186,082 △149,548

その他の包括利益   

繰延ヘッジ損益 710 799

その他の包括利益合計 710 799

四半期包括利益 △185,372 △148,749

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △185,372 △148,749

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第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） 

該当事項はありません。 

当社グループは、通信、電子、電気計測、情報処理等の機器・装置を製造販売する環境計測システム

メーカーとして単一の事業を営んでおり、社内におけるマネジメントにおいても全体を一つの事業とし

ております。従いまして、報告セグメントは単一でありますので以下に関連情報につき記載いたしま

す。 

①製品及びサービスに関する情報 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

 
 当第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） 

 

②地域に関する情報 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

 
  （注）有形固定資産はすべて国内に所在しており、海外に所在するものはありません。 

 当第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） 

 
  （注）有形固定資産はすべて国内に所在しており、海外に所在するものはありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

製品機種区分 売上高（千円） 構成比（％）

防災システム分野 49,921 9.4

環境計測分野 171,630 32.4

特機分野 100,555 19.0

宇宙機器分野 80,847 15.3

制御システム分野 35,642 6.7

情報通信分野 90,715 17.2

合計 529,310 100.0

製品機種区分 売上高（千円） 構成比（％）

防災システム分野 58,423 9.5

環境計測分野 210,039 34.3

特機分野 74,332 12.2

宇宙機器分野 71,457 11.7

制御システム分野 48,235 7.9

情報通信分野 149,005 24.4

合計 611,493 100.0

売上高（千円） 構成比（％）

国内の外部顧客への売上高 481,201 90.9

海外の外部顧客への売上高 48,108 9.1

合計 529,310 100.0

売上高（千円） 構成比（％）

国内の外部顧客への売上高 552,820 90.4

海外の外部顧客への売上高 58,673 9.6

合計 611,493 100.0
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③主要な顧客に関する情報 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

 
 当第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24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

  

  

主要な顧客の名称 売上高（千円） 主要な製品機種区分

気象庁 67,437 防災システム分野

株式会社 ＮＴＴドコモ 62,745 情報通信分野

株式会社 ＩＨＩエアロスペース 58,290 宇宙機器分野

主要な顧客の名称 売上高（千円） 主要な製品機種区分

株式会社 ＮＴＴドコモ 128,588 情報通信分野

気象庁 85,766 防災システム分野

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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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、次のとおりです。 

 
（注）１．金額は販売価格によっております。 

   ２．上記の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、次のとおりです。 

 

当第１四半期連結累計期間における販売実績は、次のとおりです。 

 
（注） 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

なお、当社グループの事業は単一事業であるため、生産実績、受注実績、販売実績とも事業の種

類別はありません。 

  

当社の連結子会社は、当社が100％出資する明星マネジメントサービス株式会社のみです。当第１四

半期連結累計期間での当該子会社の売上高は全額が当社の仕入高となっており、また企業グループにお

ける連結決算において当該子会社の重要性は、金額的にも質的にも僅少であります。 

当第１四半期累計期間の当該子会社の売上高は58,081千円、経常利益1,210千円、税引前四半期純利

益1,210千円、四半期純利益1,159千円であります。 

４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

  ① 生産実績

当第１四半期連結累計期間
前年同四半期比

期  間 （平成24年４月１日～平成24年６月30日）

金  額 (千円) 割合（%）

 計 1,129,759 △1.6 

 ② 受注実績

当第１四半期連結累計期間

期  間 （平成24年４月１日～平成24年６月30日）

受注高(千円)
前年同四半期比

（%）
受注残高(千円)

前年同四半期比

（%）

  

計 

 

859,602 32.0 2,664,540 13.8

 ③ 販売実績

当第１四半期連結累計期間
前年同四半期比

期  間 （平成24年４月１日～平成24年６月30日）

金  額 (千円) 割合（%）

   計 611,493 15.5

（２）主要な連結子会社の業績の概要
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