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1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26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 ％

27年3月期第2四半期 3,840 28.0 474 11.8 476 15.5 304 6.1
26年3月期第2四半期 3,000 △1.1 424 2.2 412 1.4 286 15.8

（注）包括利益 27年3月期第2四半期 319百万円 （33.8％） 26年3月期第2四半期 238百万円 （1.4％）

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

27年3月期第2四半期 52.23 ―
26年3月期第2四半期 49.19 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第2四半期 10,068 6,171 61.3
26年3月期 9,912 5,951 60.0
（参考）自己資本 27年3月期第2四半期 6,171百万円 26年3月期 5,951百万円

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

26年3月期 ― 0.00 ― 17.00 17.00
27年3月期 ― 0.00
27年3月期（予想） ― 17.00 17.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27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 7,800 6.1 890 △7.6 870 △6.8 530 △40.4 91.07
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(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、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、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「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。
１株当たり予想当期純利益は自己株式を含めて算出しております。

※ 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） 27年3月期2Q 6,270,000 株 26年3月期 6,270,000 株
② 期末自己株式数 27年3月期2Q 450,074 株 26年3月期 449,299 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期2Q 5,820,681 株 26年3月期2Q 5,822,937 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 

① 業績 

当第２四半期連結累計期間（平成26年４月１日～平成26年９月30日）におけるわが国経済は、消費税率

引き上げの影響が一時的に見られたものの、その影響は徐々に和らぎ、総じて企業の景況感や設備投資の

緩やかな回復基調は継続しております。当社の属する計測器業界においても、設備投資意欲の高まりによ

り需要に動きが見られ、総じて堅調に推移しました。 

このような経営環境下、当社グループにおきましては、従来からの強み製品を中心として、環境・エネ

ルギー関連等好調な市場にフォーカスする等、鋭意拡販に取り組みました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は3,840百万円（前年同期比28.0%増）、損益面で

は経常利益476百万円（前年同期比15.5%増）、四半期純利益304百万円（前年同期比6.1%増）となりまし

た。 

 

② 営業の分野別状況 

当第２四半期連結累計期間における営業の分野別状況は、次のとおりであります。 

 

≪電子計測器分野≫ 

電子計測器分野では、マルチファンクションジェネレータWF1967/WF1968を上市するなど、継続的な新

製品の開発と拡販に努めており、当期においては、ファンクションジェネレータへの需要が高く、また

周波数特性分析器やLCRメーターをはじめ全般的に堅調に推移しました。 

以上の結果、電子計測器分野の売上高は490百万円（前年同期比16.6%増）となりました。 

 

≪電源機器分野≫ 

電源機器分野では、直流電子負荷DL3000シリーズや低雑音直流電源LPシリーズを上市するなど、新

製品の開発と拡販に努めており、当期においては、コンパクト交流電源や系統連系関連装置用の高機

能・高性能な交流電源等が堅調に推移しました。 

以上の結果、電源機器分野の売上高は1,365百万円(前年同期比8.6%増)となりました。 

 

≪電子部品分野≫ 

電子部品分野は、当社が得意としているアナログ技術をベースにして開発したカスタム製品が主です

が、全般的に需要面の力強さに欠ける状況で推移しました。 

以上の結果、電子部品分野の売上高は482百万円（前年同期比2.5%減）となりました。 

 

≪カスタム応用機器分野≫ 

カスタム応用機器分野では、当社の強みである計測技術と電力制御技術を駆使した各種電源装置から

各種システムに亘る環境・エネルギーソリューションを積極的に展開しており、当期においては、系統

連系関連装置が堅調に推移し、また表面処理用を中心とした各種カスタム電源装置も寄与し、総じて好

調に推移しました。 

以上の結果、カスタム応用機器分野の売上高は1,289百万円（前年同期比101.5%増）となりました。 

 

≪その他分野≫ 

この分野は、修理・校正および仕入商品の売上が主なものです。 

その他分野の売上高は213百万円（前年同期比13.4%増）となりました。 
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(２)  財政状態に関する説明 

（資産、負債、純資産） 

当第２四半期連結会計期間の総資産は売上債権、たな卸資産が減少したものの、現金及び預金の増加な

どにより、前連結会計年度と比較して156百万円増加し、10,068百万円となりました。 

負債は前連結会計年度と比較して、62百万円減少し3,897百万円となりました。 

純資産は前連結会計年度と比較して、219百万円増加し6,171百万円となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ434百万円増加し、1,044百万円

となりました。 

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。 

 

（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523百万円の増加となりました。 

これは、法人税等の支払291百万円、賞与引当金の減少49百万円などにより減少したものの、税金等

調整前四半期純利益469百万円、売上債権の減少267百万円、減価償却費99百万円、たな卸資産の減少43

百万円などにより増加したことによるものです。 

 

（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153百万円の減少となりました。 

これは、固定資産の取得による支出134百万円、投資有価証券の取得による支出10百万円などにより

増加したことによるものです。 

 

（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64百万円の増加となりました。 

これは、配当金の支払98百万円、社債の償還20百万円などにより減少したものの、短期借入金200百

万円が増加したことによるものです。 

 

(３)  連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

米国経済は引き続き底堅い回復が続くと期待されるものの、欧州や中国は緩やかな減速も見込まれるな

ど、世界経済は、先々やや不透明となることが懸念されます。一方、国内においては、全般的には景気の

回復基調は維持され、設備投資の増加が期待されます。 

このような状況のもと、当社グループにおいては、環境変化にさらに俊敏に対応すべく事業全般の効

果・効率を一層高め、新製品の継続的上市、新製品を含む強み製品の拡販、原価・経費低減等を引き続き

強力に推進してまいります。 

開発面では特に電子計測器、電源機器の製品ラインアップ強化を引き続き図ってまいります。また、販

売面では各営業拠点の販売、サービス機能の拡充を図るとともに、顧客へのソリューション提供活動をな

お一層強力に展開してまいります。 

なお、業績予想につきましては、前回業績予想から変更はありません。 
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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 

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 

該当事項はありません。 
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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26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,532,609 2,966,917

受取手形及び売掛金 2,772,554 2,505,105

商品及び製品 505,360 428,910

仕掛品 492,171 595,714

原材料 743,607 672,953

その他 289,548 259,198

貸倒引当金 △10,090 △10,000

流動資産合計 7,325,760 7,418,800

固定資産

有形固定資産

土地 1,340,897 1,341,245

その他（純額） 768,878 748,674

有形固定資産合計 2,109,776 2,089,919

無形固定資産 211,247 260,914

投資その他の資産 265,277 298,797

固定資産合計 2,586,300 2,649,632

資産合計 9,912,061 10,068,432

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 683,542 723,860

短期借入金 21,000 221,000

未払法人税等 296,741 130,846

賞与引当金 312,657 263,506

役員賞与引当金 31,100 －

受注損失引当金 8,000 －

その他 871,741 851,681

流動負債合計 2,224,783 2,190,893

固定負債

社債 100,000 100,000

長期借入金 1,143,000 1,135,800

退職給付に係る負債 164,284 162,774

長期未払金 99,592 88,286

資産除去債務 19,370 19,408

その他 209,116 200,055

固定負債合計 1,735,364 1,706,324

負債合計 3,960,147 3,897,218
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 910,000 910,000

資本剰余金 1,177,500 1,177,500

利益剰余金 4,044,866 4,249,943

自己株式 △199,535 △200,332

株主資本合計 5,932,831 6,137,111

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 19,082 34,101

その他の包括利益累計額合計 19,082 34,101

純資産合計 5,951,913 6,171,213

負債純資産合計 9,912,061 10,068,432
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 3,000,751 3,840,750

売上原価 1,752,876 2,338,991

売上総利益 1,247,874 1,501,759

販売費及び一般管理費 823,519 1,027,416

営業利益 424,354 474,342

営業外収益

受取利息 632 549

受取配当金 6,332 16,597

その他 4,205 7,208

営業外収益合計 11,171 24,354

営業外費用

支払利息 15,713 15,943

売上割引 5,157 4,156

その他 1,688 1,817

営業外費用合計 22,559 21,917

経常利益 412,966 476,779

特別利益

投資有価証券売却益 66,078 －

特別利益合計 66,078 －

特別損失

固定資産除却損 595 7,568

投資有価証券評価損 240 －

社葬費用 8,377 －

投資有価証券償還損 100 －

特別損失合計 9,313 7,568

税金等調整前四半期純利益 469,731 469,211

法人税、住民税及び事業税 162,546 126,376

法人税等調整額 20,769 38,806

法人税等合計 183,316 165,183

四半期純利益 286,414 304,028
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

四半期純利益 286,414 304,028

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △47,943 15,019

その他の包括利益合計 △47,943 15,019

四半期包括利益 238,471 319,048

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 238,471 319,048

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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26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 469,731 469,211

減価償却費 79,353 99,432

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,209 △516

受注損失引当金の増減額（△は減少） △2,960 △8,000

賞与引当金の増減額（△は減少） △28,076 △49,151

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △27,270 △31,100

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,425 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － △1,510

受取利息及び受取配当金 △6,965 △17,146

支払利息 15,713 15,943

有形固定資産除却損 595 7,568

社葬費用 8,377 －

投資有価証券売却損益（△は益） △66,078 －

投資有価証券評価損益（△は益） 240 －

投資有価証券償還損益（△は益） 100 －

長期未払金の増減額（△は減少） △6,826 △11,306

売上債権の増減額（△は増加） 405,660 267,874

たな卸資産の増減額（△は増加） △189,182 43,559

仕入債務の増減額（△は減少） △16,265 40,330

未払消費税等の増減額（△は減少） △37,082 7,457

その他 △95,689 △17,001

小計 500,591 815,646

利息及び配当金の受取額 6,965 17,146

利息の支払額 △18,530 △18,435

社葬費用の支払額 △8,377 －

法人税等の支払額 △195,999 △291,088

営業活動によるキャッシュ・フロー 284,650 523,269

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 △211,000 －

定期預金の払戻による収入 411,000 －

有形固定資産の取得による支出 △55,890 △49,360

無形固定資産の取得による支出 △44,421 △84,890

投資有価証券の取得による支出 △2,227 △10,651

投資有価証券の売却による収入 110,532 －

投資有価証券の償還による収入 4,000 －

その他の支出 △710 △11,461

その他の収入 1,032 3,106

投資活動によるキャッシュ・フロー 212,313 △153,257
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(単位：千円)
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 150,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △7,200 △7,200

社債の償還による支出 △50,000 △20,000

自己株式の取得による支出 △852 △796

リース債務の返済による支出 △903 △9,177

配当金の支払額 △86,809 △98,529

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,233 64,296

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 501,197 434,308

現金及び現金同等物の期首残高 353,244 610,371

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 100,000 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 954,441 1,044,679
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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） 

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） 

該当事項はありません。 
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