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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 9,501 0.6 1,328 44.2 1,534 54.5 1,014 48.6
25年3月期第2四半期 9,441 △9.7 921 △36.1 992 △31.6 683 △26.6

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 1,235百万円 （142.5％） 25年3月期第2四半期 509百万円 （△41.9％）

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 43.73 ―
25年3月期第2四半期 29.43 ―

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

26年3月期第2四半期 35,725 28,324 79.3 1,220.42
25年3月期 34,888 27,287 78.2 1,175.67
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  28,324百万円 25年3月期  27,287百万円

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 ― 8.50 ― 8.50 17.00
26年3月期 ― 8.50
26年3月期（予想） ― 8.50 17.00

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  ：  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 20,810 5.1 2,610 △6.6 2,760 △11.0 1,760 △13.1 75.83



(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ます。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については、（添付資
料）3ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。 

※  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 23,661,000 株 25年3月期 23,661,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 452,080 株 25年3月期 450,481 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 23,209,069 株 25年3月期2Q 23,212,640 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日銀の金融政策を背景とした円高修正・株

高により、企業収益の改善や個人消費の持ち直しが見られましたが、欧州経済の停滞、新興国経済の減速による影

響が懸念され、先行きは不透明な状況となっております。 

当社グループの属する産業防災保安機器業界におきましても、主要顧客の設備投資に対する慎重姿勢が継続し、

企業間競争も一段と激化していることから、厳しい経営状況で推移しました。   

このような情勢のなかで、当社グループは、生産の合理化による原価低減、徹底した経費の削減、積極的な営業

活動の展開、新製品開発への積極的投資、品質管理体制並びにサービス体制の充実に取り組んで参りました。 

これらの諸施策の結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は95億１百万円（前年同四半期比0.6％増）、連

結営業利益は13億２千８百万円（前年同四半期比44.2％増）、連結経常利益は15億３千４百万円（前年同四半期比

54.5％増）、連結四半期純利益は10億１千４百万円（前年同四半期比48.6％増）となりました。 

  

（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の資産につきましては、前連結会計年度末と比較して８億３千６百万円増加し、357

億２千５百万円（前連結会計年度末比2.4％増）となりました。流動資産につきましては、前連結会計年度末と比較

して４億３千２百万円増加し、226億８千２百万円となりました。これは主に、有価証券が14億９千９百万円増加し

たこと及び流動資産その他に含まれる繰延税金資産が９千１百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が11億８千

５百万円減少したこと等によるものであります。固定資産につきましては、前連結会計年度末と比較して４億４百

万円増加し、130億４千２百万円となりました。これは主に、投資有価証券が３億２千５百万円増加したこと及び有

形固定資産が４千７百万円増加したこと等によるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の負債につきましては、前連結会計年度末と比較して１億９千９百万円減少し、74

億円（前連結会計年度末比2.6％減）となりました。流動負債につきましては、前連結会計年度末と比較して１億３

千２百万円減少し、50億７千８百万円となりました。これは主に、流動負債その他に含まれる未払金が２億６千３

百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が４億７千６百万円減少したこと等によるものであります。固定負債に

つきましては、前連結会計年度末と比較して６千７百万円減少し、23億２千２百万円となりました。これは主に、

固定負債その他に含まれる長期リース債務が１億５千６百万円増加した一方、長期借入金が１億８千９百万円減少

したこと等によるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産につきましては、前連結会計年度末と比較して10億３千６百万円増加し、

283億２千４百万円（前連結会計年度末比3.8％増）となりました。これは主に、連結四半期純利益10億１千４百万

円を計上した一方、剰余金の配当支払いが１億９千７百万円あった結果、利益剰余金が８億１千７百万円増加した

こと及び為替換算調整勘定が１億６千１百万円増加したこと等によるものであります。 

  

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して14億８千２百万円増

加し、109億８千７百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

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

(キャッシュ・フローの状況)
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（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、税金等調整前四半期純利益を15億３千５百万円、減価償却費を３億８

千万円、売上債権の減少を12億２千１百万円計上した一方で、仕入債務の減少を５億３百万円計上したこと及び

法人税等の支払額が４億９千７百万円であったこと等により、19億１千２百万円と前年同四半期連結累計期間と

比較して収入が３億４千万円の増加となりました。 

（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、定期預金の払戻による収入１億２千万円があった一方で、定期預金の

預入による支出１億５千６百万円、投資有価証券の取得による支出１億２百万円があったこと等により、△２億

１千万円（前年同四半期連結累計期間は７億１千４百万円）となりました。 

（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、長期借入金の返済による支出２億１千６百万円、配当金の支払額１億

９千６百万円があったこと等により、△５億１千９百万円と前年同四半期連結累計期間と比較して支出が１千６

百万円の増加となりました。 

  

連結業績予想につきましては、平成25年５月14日の決算短信で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はあ

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
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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 9,316,234 9,334,827

受取手形及び売掛金 8,652,614 7,466,928

有価証券 601,495 2,101,395

商品及び製品 1,302,529 1,321,630

仕掛品 1,033,307 1,076,327

原材料及び貯蔵品 553,595 514,804

その他 797,969 870,311

貸倒引当金 △7,441 △3,745

流動資産合計 22,250,304 22,682,480

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,957,624 1,888,198

機械装置及び運搬具（純額） 104,286 108,474

土地 4,712,528 4,714,654

建設仮勘定 89,334 73,631

その他（純額） 688,350 814,262

有形固定資産合計 7,552,124 7,599,221

無形固定資産 506,749 500,147

投資その他の資産   

投資有価証券 2,828,574 3,154,455

その他 1,760,988 1,799,401

貸倒引当金 △10,241 △10,292

投資その他の資産合計 4,579,321 4,943,564

固定資産合計 12,638,195 13,042,933

資産合計 34,888,500 35,725,413
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,102,609 1,626,344

短期借入金 975,235 948,235

未払法人税等 500,849 559,224

賞与引当金 489,244 559,567

製品保証引当金 95,390 95,390

受注損失引当金 － 15,733

その他 1,047,569 1,274,140

流動負債合計 5,210,898 5,078,636

固定負債   

社債 400,000 400,000

長期借入金 915,580 726,460

退職給付引当金 94,167 88,546

その他 979,952 1,107,127

固定負債合計 2,389,699 2,322,134

負債合計 7,600,598 7,400,770

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,565,500 2,565,500

資本剰余金 2,826,219 2,826,219

利益剰余金 21,503,683 22,320,934

自己株式 △261,016 △261,986

株主資本合計 26,634,385 27,450,667

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 724,062 782,956

為替換算調整勘定 △70,546 91,019

その他の包括利益累計額合計 653,516 873,975

純資産合計 27,287,901 28,324,642

負債純資産合計 34,888,500 35,725,413
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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 9,441,321 9,501,117

売上原価 5,655,742 5,143,540

売上総利益 3,785,579 4,357,576

販売費及び一般管理費 2,864,217 3,029,142

営業利益 921,361 1,328,434

営業外収益   

受取利息 3,190 4,946

受取配当金 28,120 24,828

為替差益 － 60,560

負ののれん償却額 7,763 －

持分法による投資利益 52,203 84,095

受取保険金及び配当金 13,560 41,150

雑収入 18,874 20,877

営業外収益合計 123,711 236,459

営業外費用   

支払利息 26,222 23,562

為替差損 20,107 －

雑損失 5,928 7,174

営業外費用合計 52,258 30,737

経常利益 992,815 1,534,156

特別利益   

固定資産売却益 51,030 1,342

補助金収入 － 3,301

特別利益合計 51,030 4,643

特別損失   

固定資産売却損 327 526

投資有価証券評価損 1,642 －

固定資産圧縮損 － 3,206

特別損失合計 1,969 3,733

税金等調整前四半期純利益 1,041,875 1,535,066

法人税、住民税及び事業税 409,305 553,112

法人税等調整額 △50,511 △32,970

法人税等合計 358,793 520,141

少数株主損益調整前四半期純利益 683,081 1,014,924

四半期純利益 683,081 1,014,924
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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 683,081 1,014,924

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △172,682 59,001

為替換算調整勘定 17,883 98,458

持分法適用会社に対する持分相当額 △18,914 62,998

その他の包括利益合計 △173,713 220,459

四半期包括利益 509,368 1,235,383

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 509,368 1,235,383

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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 1,041,875 1,535,066

減価償却費 347,498 380,838

負ののれん償却額 △7,763 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25,475 △3,783

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,027 70,323

退職給付引当金の増減額（△は減少） 56,412 △5,620

受注損失引当金の増減額（△は減少） 15,669 15,733

受取利息及び受取配当金 △31,310 △29,775

受取保険金 △13,560 △41,150

支払利息 26,222 23,562

為替差損益（△は益） 34,409 △226,374

持分法による投資損益（△は益） △52,203 △84,095

固定資産売却損益（△は益） △50,703 △815

固定資産除却損 5,844 4,059

固定資産圧縮損 － 3,206

補助金収入 － △3,301

投資有価証券評価損益（△は益） 1,642 －

売上債権の増減額（△は増加） 476,933 1,221,379

たな卸資産の増減額（△は増加） 384,439 △7,853

仕入債務の増減額（△は減少） △414,806 △503,962

未払消費税等の増減額（△は減少） △34,684 △40,543

その他 136,743 22,215

小計 1,896,157 2,329,108

利息及び配当金の受取額 31,304 29,768

利息の支払額 △26,161 △23,556

保険金の受取額 46,825 75,120

法人税等の支払額 △376,332 △497,690

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,571,794 1,912,749
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(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) 

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 △228,586 △156,354

定期預金の払戻による収入 298,684 120,323

有形固定資産の取得による支出 △122,435 △13,467

有形固定資産の売却による収入 872,012 4,663

無形固定資産の取得による支出 △106,043 △66,209

投資有価証券の取得による支出 △1,660 △102,674

貸付金の回収による収入 210 －

ゴルフ会員権の売却による収入 2,619 －

補助金の受取額 － 3,301

投資活動によるキャッシュ・フロー 714,800 △210,417

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △225,090 △216,120

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △81,277 △106,614

自己株式の純増減額（△は増加） △155 △215

配当金の支払額 △196,452 △196,576

財務活動によるキャッシュ・フロー △502,975 △519,525

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21,480 299,655

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,762,139 1,482,461

現金及び現金同等物の期首残高 6,695,418 9,504,606

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,457,557 10,987,068
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】 

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）及び当第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） 

当社グループの事業は、各種産業用測定機器の製造・販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであ

るため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。  

  

（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）

（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）

（重要な後発事象）
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