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1.  平成25年12月期第3四半期の連結業績（平成25年1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 ％

25年12月期第3四半期 10,556 △7.7 502 △50.6 549 △46.1 358 △47.6

24年12月期第3四半期 11,434 △6.3 1,016 △37.7 1,019 △36.9 683 △41.1

（注）包括利益 25年12月期第3四半期 571百万円 （△18.6％） 24年12月期第3四半期 701百万円 （△37.1％）

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

25年12月期第3四半期 26.30 ―

24年12月期第3四半期 50.18 ―

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

25年12月期第3四半期 20,242 18,042 89.0 1,322.24
24年12月期 19,773 17,744 89.6 1,300.56

（参考） 自己資本   25年12月期第3四半期  18,018百万円 24年12月期  17,722百万円

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12月期 ― 15.00 ― 10.00 25.00
25年12月期 ― 10.00 ―

25年12月期（予想） 10.00 20.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12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 14,800 △1.8 1,040 △7.8 1,060 △10.7 670 △5.8 49.17



(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  
（注）平成25年４月１日付で、連結子会社であった日置エンジニアリングサービス株式会社を吸収合併し、連結の範囲から除いておりますが、特定子会社の
異動には該当いたしません。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  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
四半期連結財務諸表に対する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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
  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４ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」を
ご覧ください。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

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12月期3Q 14,024,365 株 24年12月期 14,024,365 株

② 期末自己株式数 25年12月期3Q 397,303 株 24年12月期 397,263 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期3Q 13,627,083 株 24年12月期3Q 13,627,130 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 国内においては、当社グループの主要ユーザーであります電気機械及び電子部品メーカーの生産額が、当期に入

り回復傾向にありますが、設備投資に対しては依然として慎重であり、当社グループの国内売上高は厳しい状況が

続いております。  

 一方、海外においては、半導体メーカーの設備投資抑制から自動試験装置の売上高は減少いたしましたが、米国

をはじめ経済環境の好転により、記録計、電力計、クランプ電流計等汎用測定器の売上高が堅調に推移いたしまし

た。また、折からの円安傾向が定着したことにより、海外販売における収益性が向上いたしました。海外販売網の

再構築、海外市場を見据えた商品企画、海外販社における販売力の強化等を積極的に進め、海外売上高の伸長を目

指します。 

 開発面では、世界市場における各製品群の競争力を強化するために、新製品発売計画に基づき順次新製品を投入

しております。生産面では、リードタイムの短縮及び平準化生産を進め、適正在庫の実現をはかりました。 

 当期は平成27年の創業80周年に向け、より一層の研究・開発効率の向上と技術革新の推進、また社員の健康増進

を目指し、研究棟及び健康増進センターの建設に着手いたしました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高が105億56百万円（前年同期比7.7％減）になりまし

た。また、営業利益は５億２百万円（同50.6％減）、経常利益は５億49百万円（同46.1％減）、四半期純利益は３

億58百万円（同47.6％減）になりました。 

  

 当社グループにおける製品別の受注高及び売上高の実績は、次のとおりであります。 

 なお、第１四半期連結会計期間から製品区分を一部変更しており、前年同期の数値につきましても、変更後の区

分に組み替えた数値を記載しております。 

   

① 受注実績   

  

② 売上実績  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成24年１月１日 

至 平成24年９月30日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成25年１月１日 

至 平成25年９月30日） 
増減 

金額 
（千円）  

構成比 
（％）  

金額 
（千円）  

構成比 
（％）  

金額  
（千円）  

増減率  
（％）  

自 動 試 験 装 置  1,909,147  16.2  1,339,682  12.3  △569,465  △29.8

記 録 装 置  2,391,603  20.2  2,342,204  21.5  △49,399  △2.1

電 子 測 定 器  4,299,938  36.4  3,965,406  36.4  △334,532  △7.8

現 場 測 定 器  2,172,108  18.4  2,296,941  21.1  124,833  5.7

周 辺 装 置 他  1,046,086  8.9  938,884  8.6  △107,201  △10.2

合 計  11,818,884  100.0  10,883,118  100.0  △935,766  △7.9

  

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成24年１月１日 

至 平成24年９月30日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成25年１月１日 

至 平成25年９月30日） 
増減 

金額 
（千円）  

構成比 
（％）  

金額 
（千円）  

構成比 
（％）  

金額  
（千円）  

増減率  
（％）  

自 動 試 験 装 置  1,665,958  14.6  1,310,965  12.4  △354,992  △21.3

記 録 装 置  2,326,552  20.3  2,218,981  21.0  △107,571  △4.6

電 子 測 定 器  4,224,666  36.9  3,830,245  36.3  △394,420  △9.3

現 場 測 定 器  2,193,476  19.2  2,242,508  21.2  49,031  2.2

周 辺 装 置 他  1,023,448  9.0  954,104  9.0  △69,344  △6.8

合 計  11,434,103  100.0  10,556,805  100.0  △877,298  △7.7
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 また、顧客の所在地別の受注高及び売上高の実績は、次のとおりであります。 

 当第３四半期連結累計期間の海外売上高は、42億94百万円（前年同期比0.9％減）、海外売上高比率は40.7％に

なりました。  

  

① 受注実績  

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

（1）アジア ……………… 中国・韓国・台湾・インド・東南アジア 

（2）アメリカ …………… 北米・中南米 

（3）ヨーロッパ ………… ドイツ・イタリア・オランダ 

（4）その他の地域 ……… 中近東・オーストラリア・アフリカ 

３．受注高は顧客の所在地を基礎とし、分類しております。  

  

② 売上実績  

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

（1）アジア ……………… 中国・韓国・台湾・インド・東南アジア 

（2）アメリカ …………… 北米・中南米 

（3）ヨーロッパ ………… ドイツ・イタリア・オランダ 

（4）その他の地域 ……… 中近東・オーストラリア・アフリカ 

３．売上高は顧客の所在地を基礎とし、分類しております。  

  

  

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成24年１月１日 

至 平成24年９月30日）

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成25年１月１日 

至 平成25年９月30日）
増減 

金額 
（千円）  

構成比 
（％）  

金額 
（千円） 

構成比 
（％）  

金額  
（千円）  

増減率  
（％）  

国 内  7,185,191  60.8  6,462,404  59.4  △722,786  △10.1

海 外 

ア ジ ア  3,440,689  29.1  3,226,605  29.6  △214,084  △6.2

ア メ リ カ  698,767  5.9  711,169  6.5  12,402  1.8

ヨ ー ロ ッ パ  284,035  2.4  266,597  2.4  △17,438  △6.1

その他の地域  210,201  1.8  216,341  2.0  6,140  2.9

 計  4,633,693  39.2  4,420,714  40.6  △212,979  △4.6

合 計  11,818,884  100.0  10,883,118  100.0  △935,766  △7.9

  

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成24年１月１日 

至 平成24年９月30日）

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成25年１月１日 

至 平成25年９月30日）
増減 

金額 
（千円）  

構成比 
（％）  

金額 
（千円） 

構成比 
（％）  

金額  
（千円）  

増減率  
（％）  

国 内  7,100,628  62.1  6,262,433  59.3  △838,195  △11.8

海 外 

ア ジ ア  3,161,190  27.6  3,168,440  30.0  7,250  0.2

ア メ リ カ  614,115  5.4  669,821  6.3  55,706  9.1

ヨ ー ロ ッ パ  293,443  2.6  262,952  2.5  △30,491  △10.4

その他の地域  264,724  2.3  193,156  1.8  △71,567  △27.0

 計  4,333,474  37.9  4,294,371  40.7  △39,103  △0.9

合 計  11,434,103  100.0  10,556,805  100.0  △877,298  △7.7
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して４億69百万円増加し、202億42百

万円になりました。主な増加項目は、繰延税金資産、建設仮勘定及び投資有価証券であります。 

負債は、主として賞与引当金の増加により１億72百万円増加し、22億円になりました。 

 純資産は、利益剰余金、その他有価証券評価差額金及び為替換算調整勘定の増加により２億97百万円増加し、

180億42百万円になりました。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループの主要ユーザーであります電気機械メーカーの設備投資回復の遅れから国内売上高が低迷し、平成

25年７月４日に「連結業績予想の修正に関するお知らせ」を公表いたしました。 

 国内売上高は依然として厳しい状況が継続しておりますが、汎用測定器の海外売上高が回復傾向にあり、この販

売実績を伸ばします。また、コストの削減を強力に進め、当該修正業績予想数値到達を目指します。 

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 平成25年４月１日付で、連結子会社であった日置エンジニアリングサービス株式会社を吸収合併し、連結の範囲

から除いておりますが、特定子会社の異動には該当いたしません。     

   

（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 

会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 第１四半期連結会計期間から、法人税法の改正にともない、平成25年１月１日以後に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は、軽微であります。   

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,129,683 7,193,253

受取手形及び売掛金 1,810,521 1,741,108

商品及び製品 326,555 380,776

仕掛品 546,274 471,646

原材料及び貯蔵品 1,228,837 1,297,087

繰延税金資産 205,606 390,033

その他 93,007 83,971

貸倒引当金 △933 △845

流動資産合計 11,339,551 11,557,031

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,025,133 3,869,022

機械装置及び運搬具（純額） 274,178 259,694

工具、器具及び備品（純額） 542,843 493,769

土地 1,796,890 1,896,179

建設仮勘定 1,900 341,795

有形固定資産合計 6,640,945 6,860,461

無形固定資産   

ソフトウエア 226,125 199,093

その他 3,241 13,684

無形固定資産合計 229,366 212,778

投資その他の資産 1,563,291 1,612,535

固定資産合計 8,433,603 8,685,774

資産合計 19,773,155 20,242,806
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 311,947 372,804

未払法人税等 259,597 169,034

賞与引当金 298,055 625,939

役員賞与引当金 － 10,500

その他 502,632 344,230

流動負債合計 1,372,233 1,522,510

固定負債   

役員退職慰労引当金 110,800 125,389

繰延税金負債 260,016 284,506

その他 285,157 268,192

固定負債合計 655,973 678,087

負債合計 2,028,206 2,200,598

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,299,463 3,299,463

資本剰余金 3,936,881 3,936,881

利益剰余金 11,235,951 11,321,795

自己株式 △761,460 △761,517

株主資本合計 17,710,836 17,796,622

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 41,536 126,332

為替換算調整勘定 △29,538 95,224

その他の包括利益累計額合計 11,997 221,557

少数株主持分 22,114 24,028

純資産合計 17,744,948 18,042,208

負債純資産合計 19,773,155 20,242,806
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 11,434,103 10,556,805

売上原価 7,386,292 6,926,766

売上総利益 4,047,811 3,630,038

販売費及び一般管理費 3,031,458 3,127,666

営業利益 1,016,352 502,371

営業外収益   

受取利息 3,907 4,595

受取配当金 16,302 33,955

受取家賃 5,903 5,573

為替差益 － 16,801

助成金収入 30,862 20,410

雑収入 20,162 23,267

営業外収益合計 77,137 104,603

営業外費用   

支払利息 3,984 3,059

売上割引 61,705 51,872

為替差損 5,587 －

雑損失 2,844 2,431

営業外費用合計 74,123 57,363

経常利益 1,019,367 549,611

特別利益   

固定資産売却益 164 874

特別利益合計 164 874

特別損失   

固定資産売却損 37 153

固定資産除却損 3,410 2,108

投資有価証券評価損 － 4,808

特別損失合計 3,448 7,071

税金等調整前四半期純利益 1,016,083 543,414

法人税、住民税及び事業税 572,924 386,902

法人税等調整額 △242,034 △205,687

法人税等合計 330,889 181,215

少数株主損益調整前四半期純利益 685,193 362,199

少数株主利益 1,361 3,813

四半期純利益 683,832 358,385
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１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 685,193 362,199

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 23,573 84,796

為替換算調整勘定 △6,911 124,452

その他の包括利益合計 16,662 209,249

四半期包括利益 701,855 571,448

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 700,544 567,944

少数株主に係る四半期包括利益 1,311 3,503
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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、電気測定器事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。   

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等
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