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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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2四半期 3,204 △5.7 173 △36.8 189 △31.1 129 △8.4
25年3月期第2四半期 3,396 △3.5 275 △32.9 275 △33.1 141 △39.9

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 134百万円 （96.6％） 25年3月期第2四半期 68百万円 （△64.5％）

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

26年3月期第2四半期 15.06 ―
25年3月期第2四半期 16.34 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 10,095 8,198 80.9
25年3月期 10,143 8,261 81.0
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  8,164百万円 25年3月期  8,215百万円

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 ― 0.00 ― 20.00 20.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 20.00 20.00

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、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 7,204 0.2 563 △10.1 579 △12.7 369 △0.8 43.04



(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４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 

(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の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 
  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、３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2Q 9,900,000 株 25年3月期 9,900,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 1,337,729 株 25年3月期 1,317,229 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 8,576,642 株 25年3月期2Q 8,634,198 株
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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 
当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、新政権による経済政策や金融政策への期待感か

ら円安、株高傾向が進み、輸出環境の持ち直しを背景に、景気回復の兆しがみられるものの、長引く

欧州債務問題や中国をはじめ新興国の経済成長鈍化による影響等もあり、依然として先行きが不透明

な状況で推移いたしました。 

一方、当社グループが属する電子計測器、電源機器等の業界においても、政府の経済政策等により

設備投資増加の期待感が高まりましたが、全般的に受注環境は厳しい状況でありました。 

このような状況の中、当社グループは引き続き環境・エネルギー関連市場と自動車電装市場に積極

的な営業活動と研究開発活動を行うと共に、原価低減と経費節減にも努力を重ねてまいりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は32億４百万円(前年同四半期比5.7％減)、営業利

益は１億７千３百万円(前年同四半期比36.8％減)、経常利益は１億８千９百万円(前年同四半期比

31.1％減)、四半期純利益は１億２千９百万円(前年同四半期比8.4％減)となりました。 

 

   なお、当社グループにおける製品群別事業概況は、次のとおりであります。 

 

  《電子計測器群》 

電子計測器群においては、スマートグリッド関連市場で安全関連機器が比較的好調に推移いたし

ました。また、航空機関連市場で整備器材向けの測定器が好調に推移いたしました。 

以上の結果、売上高は６億８千７百万円(前年同四半期比7.3％増)となりました。 

 

  《電源機器群》 

電源機器群においては、エネルギー関連市場や通信関連市場、自動車関連市場向けに直流電源、

交流電源及び電子負荷装置に動きが見られましたが、デジタル家電市場向け製品の売上は低調に推

移いたしました。 

以上の結果、売上高は23億８千６百万円(前年同四半期比8.6％減)となりました。 

 

  《サービス・部品等》 

サービス・部品等につきましては、特記すべき事項はありません。 

当該サービス・部品等の売上高は、１億３千万円(前年同四半期比10.5％減)となりました。 

 

    また、上記に含まれる海外市場の事業概況は以下のとおりであります。 

 

  《海外市場》 

海外市場では、米国を中心にＩＴ関連や車載関連市場向けの直流電源及び電子負荷装置に動きが見

られました。また、中国やアジア市場では、エネルギー関連市場向けに安全関連機器が好調に推移い

たしましたが、全般的に設備投資抑制傾向が続き低調に推移いたしました。 

以上の結果、海外売上高は８億９千５百万円(前年同四半期比5.6％減)となりました。 
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（2）財政状態に関する説明 
当第２四半期連結会計期間の総資産は、たな卸資産が増加したものの、現金及び預金並びに受取手

形及び売掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べ４千７百万円減少し、100億９千５百万円とな

りました。 

負債は、未払法人税等、賞与引当金及び役員賞与引当金が減少したものの、支払手形及び買掛金の

増加等により前連結会計年度末に比べ１千５百万円増加し、18億９千７百万円となりました。 

純資産は、四半期純利益の計上等により増加したものの、剰余金の配当及び自己株式の取得等によ

り、前連結会計年度末に比べ６千３百万円減少し、81億９千８百万円となりました。 

 

(キャッシュ・フロー状況) 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度

末に比べ２億２千３百万円(8.4％)減少し、24億４千１百万円となりました。 

 

当第２四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは、１億２千１百万円(前年同四半期は５億１千３百万円)とな

りました。これは、税金等調整前四半期純利益１億９千４百万円の計上、仕入債務の増加額２億９千

１百万円及び売上債権の減少額２億９千万円等による資金の増加が、たな卸資産の増加額３億２千万

円及び法人税等の支払額１億６千６百万円等による資金の減少を上回った結果によるものであります。 

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動によるキャッシュ・フローは、△１億６千８百万円(前年同四半期は△２億２千５百万円)

となりました。これは、定期預金の預入による支出８千万円及び有形固定資産の取得による支出６千

６百万円等により資金が減少したことによるものであります。 

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動によるキャッシュ・フローは、△１億８千５百万円(前年同四半期は△１億８千９百万円)

となりました。これは、自己株式の取得による支出１千１百万円及び配当金の支払額１億７千万円等

により資金が減少したことによるものであります。 

 

（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 
平成26年３月期通期の業績予想につきましては、平成25年５月13日に「平成25年３月期決算短信」

にて公表いたしました業績予想を修正しております。 

詳細につきましては、本日（平成 25 年 10 月 30 日）公表いたしました「平成 26 年３月期第２

四半期連結累計期間業績予想値と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。 
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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 

   税金費用の計算 

    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。 

 

（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

   該当事項はありません。 

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等 

   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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,604,135 2,461,693

受取手形及び売掛金 1,951,770 1,665,784

有価証券 100,267 100,297

商品及び製品 414,070 500,435

仕掛品 300,459 468,474

原材料及び貯蔵品 444,493 513,558

その他 181,306 240,593

貸倒引当金 △742 △772

流動資産合計 5,995,760 5,950,065

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 657,443 634,383

土地 1,454,495 1,454,495

その他（純額） 320,388 332,616

有形固定資産合計 2,432,327 2,421,494

無形固定資産 45,606 42,669

投資その他の資産   

投資有価証券 1,022,350 1,009,223

その他 649,634 674,359

貸倒引当金 △2,015 △2,015

投資その他の資産合計 1,669,969 1,681,568

固定資産合計 4,147,903 4,145,732

資産合計 10,143,663 10,095,797

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 373,293 668,313

未払法人税等 168,823 68,756

賞与引当金 140,012 127,166

役員賞与引当金 33,000 －

製品保証引当金 9,498 9,248

その他 386,384 241,746

流動負債合計 1,111,011 1,115,230

固定負債   

退職給付引当金 126,660 145,407

役員退職慰労引当金 8,569 7,546

その他 635,898 629,089

固定負債合計 771,128 782,043

負債合計 1,882,140 1,897,274
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,201,250 2,201,250

資本剰余金 2,737,648 2,737,648

利益剰余金 3,567,538 3,525,057

自己株式 △578,744 △590,715

株主資本合計 7,927,691 7,873,239

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 280,542 270,313

為替換算調整勘定 7,103 21,340

その他の包括利益累計額合計 287,645 291,653

少数株主持分 46,186 33,629

純資産合計 8,261,523 8,198,522

負債純資産合計 10,143,663 10,095,797
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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４月１日 
  至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
  至 平成25年９月30日) 

売上高 3,396,761 3,204,173

売上原価 1,646,699 1,528,857

売上総利益 1,750,061 1,675,316

販売費及び一般管理費 1,474,857 1,501,418

営業利益 275,204 173,897

営業外収益   

受取利息 1,015 2,237

受取配当金 21,472 16,903

為替差益 － 580

その他 3,826 5,141

営業外収益合計 26,314 24,862

営業外費用   

支払利息 1,786 1,534

売上割引 6,448 5,853

有価証券売却損 5,241 1

為替差損 11,127 －

その他 1,663 1,761

営業外費用合計 26,266 9,151

経常利益 275,252 189,609

特別利益   

負ののれん発生益 － 4,935

特別利益合計 － 4,935

特別損失   

固定資産売却損 5,549 －

固定資産除却損 1,912 320

投資有価証券評価損 37,943 －

特別損失合計 45,405 320

税金等調整前四半期純利益 229,846 194,223

法人税等 86,938 63,669

少数株主損益調整前四半期純利益 142,908 130,553

少数株主利益 1,819 1,378

四半期純利益 141,089 129,175
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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４月１日 
  至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
  至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 142,908 130,553

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △74,227 △10,229

為替換算調整勘定 △225 14,237

その他の包括利益合計 △74,452 4,007

四半期包括利益 68,455 134,561

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 66,636 133,182

少数株主に係る四半期包括利益 1,819 1,378
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(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４月１日 
  至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
  至 平成25年９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 229,846 194,223

減価償却費 130,020 95,919

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,947 18,747

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 200 △1,023

賞与引当金の増減額（△は減少） △61,691 △12,846

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30,000 △33,000

製品保証引当金の増減額（△は減少） △1,892 △250

受取利息及び受取配当金 △23,359 △20,028

支払利息 8,234 7,387

投資有価証券評価損益（△は益） 37,943 －

売上債権の増減額（△は増加） 483,848 290,031

たな卸資産の増減額（△は増加） △59,569 △320,050

仕入債務の増減額（△は減少） 80,100 291,096

その他 △95,935 △243,908

小計 701,694 266,299

利息及び配当金の受取額 23,352 19,154

利息の支払額 △10,641 △9,418

法人税等の支払額 △201,189 △166,985

法人税等の還付額 － 12,683

営業活動によるキャッシュ・フロー 513,215 121,732

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △80,550

有形固定資産の取得による支出 △195,864 △66,240

有形固定資産の売却による収入 52,892 －

投資有価証券の取得による支出 △102,640 △2,963

投資有価証券の売却及び償還による収入 34,523 308

その他 △14,089 △18,857

投資活動によるキャッシュ・フロー △225,178 △168,304

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 △14,356 △11,971

配当金の支払額 △172,152 △170,653

その他 △2,783 △3,005

財務活動によるキャッシュ・フロー △189,292 △185,630

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,280 8,248

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 94,462 △223,952

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物
の増加額 14,331 －

現金及び現金同等物の期首残高 2,082,199 2,665,068

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,190,994 2,441,116
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 (4) 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） 

     当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 

      該当事項はありません。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

     当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 

      該当事項はありません。 
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