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

27年3月期第1四半期 1,666 5.0 33 △35.1 55 △20.8 34 △32.7
26年3月期第1四半期 1,586 3.9 52 △26.0 70 △11.6 51 2.8

（注）包括利益 27年3月期第1四半期 71百万円 （66.7％） 26年3月期第1四半期 43百万円 （―％）

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

27年3月期第1四半期 4.05 ―
26年3月期第1四半期 5.98 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第1四半期 10,398 8,214 78.7
26年3月期 10,302 8,340 80.6
（参考）自己資本 27年3月期第1四半期 8,180百万円 26年3月期 8,307百万円

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 ― 20.00 20.00
27年3月期 ―
27年3月期（予想） 0.00 ― 20.00 20.00

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、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) 3,500 9.2 220 26.5 220 16.0 140 8.4 16.41
通期 7,400 5.2 550 18.1 550 13.3 340 16.7 39.85



(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「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 ： 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 ： 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1Q 9,900,000 株 26年3月期 9,900,000 株
② 期末自己株式数 27年3月期1Q 1,367,129 株 26年3月期 1,367,129 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期1Q 8,532,871 株 26年3月期1Q 8,582,771 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１四半期連結累計期間における我が国経済は、政府や日銀による経済政策、金融緩和政策効果

や企業業績の改善により、景気は緩やかな回復基調が続いているものの、消費税率引き上げに伴う駆

け込み需要とその反動による影響がみられました。また、海外経済においては、一部で弱さがみられ

るものの、米国や欧州を中心に総じて緩やかな景気回復基調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、消費税率引き上げ後の設

備投資の動きは慎重であり、引き続き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関連市場を中心

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

たが、市場の価格競争激化や材料費の上昇等の影響により、営業利益は減少いたしました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は16億６千６百万円(前年同期比5.0％増)、営業利

益は３千３百万円(前年同期比35.1％減)、経常利益は５千５百万円(前年同期比20.8％減)、四半期純利

益は３千４百万円(前年同期比32.7％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》 

    電子計測器分野においては、航空機用電子機器向けの測定器に動きが見られましたが、前年好調

だった通信用測定器に動きが見られませんでした。また、耐電圧試験器をはじめとする安全関連試

験器も力強さを感じられないまま推移いたしました。 

    以上の結果、売上高は３億６百万円(前年同期比17.4％減)となりました。 

 

  《電源機器群》 

    電源機器分野においては、スマートグリッド関連市場、自動車関連市場及び空調機関連市場向け

等に交流電源や直流電源及び電子負荷装置の大容量モデルを中心に拡販活動に取り組んでまいりま

した。また、システム製品や汎用性の高い直流電源も売上を伸ばし、前年実績を上回る結果となり

ました。 

    以上の結果、売上高は12億８千８百万円(前年同期比11.9％増)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７千万円(前年同期比13.1％増)となりました。 

 

    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》 

    米国市場では、販路開拓に努めるとともに、ＩＴ関連や車載関連市場向けの直流電源に動きが見

られましたが、全般的には低調に推移いたしました。 
欧州市場では、新製品の販売促進活動の効果もあり、家電関連市場向けの交流電源、また車載関

連市場向けの直流電源に動きが見られました。 
アジア市場においては、中国では車載関連市場、通信関連市場及び家電関連市場向けに、また韓

国では販路開拓効果等により、東南アジア市場では日系企業を中心に、それぞれ交流電源、直流電

源及び電子負荷装置に動きが見られました。 
以上の結果、海外売上高は５億２千３百万円(前年同期比17.8％増)となりました。 
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（2）財政状態に関する説明 
   当第１四半期連結会計期間の総資産は、現金及び預金並びに受取手形及び売掛金が減少したものの、

たな卸資産並びに有形固定資産の増加等により、前連結会計年度末に比べ９千６百万円増加し、103

億９千８百万円となりました。 

   負債は、未払法人税等が減少したものの、支払手形及び買掛金並びに退職給付に係る負債の増加等

により、前連結会計年度末に比べ２億２千１百万円増加し、21億８千３百万円となりました。 

   純資産は、四半期純利益の計上等により増加したものの、剰余金の配当等により、前連結会計年度

末に比べ１億２千５百万円減少し、82億１千４百万円となりました。 

 

（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 
当期の予想につきましては、本資料の公表時点において、平成 26年５月 13 日に「平成 26年３月期 

決算短信」にて公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。 

 

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 

（会計方針の変更） 

    「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第 26 号 平成 24 年５月 17 日。以下「退職給付会計

基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 25 号 平

成 24 年５月 17 日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第 35 項本文及び退

職給付適用指針第 67 項本文に掲げられた定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職

給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給

付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、

退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの退職給付の金額を反映した単一の加重平均割引率

を使用する方法へ変更いたしました。 

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第 37 項に定める経過的な取扱いに従っ

て、当第１四半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴

う影響額を利益剰余金に加減しております。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が 33,081 千円増加し、利益剰

余金が 21,304 千円減少しております。なお、当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微

であります。 

 

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26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,577,116 2,544,016

受取手形及び売掛金 2,001,184 1,796,612

有価証券 100,325 200,671

商品及び製品 441,358 544,101

仕掛品 364,107 384,087

原材料及び貯蔵品 441,452 545,144

その他 302,805 305,797

貸倒引当金 △813 △800

流動資産合計 6,227,536 6,319,630

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 606,038 603,150

土地 1,454,495 1,454,495

その他（純額） 289,911 326,158

有形固定資産合計 2,350,445 2,383,803

無形固定資産 37,553 39,988

投資その他の資産

投資有価証券 986,695 943,181

その他 702,395 714,094

貸倒引当金 △2,015 △2,015

投資その他の資産合計 1,687,075 1,655,260

固定資産合計 4,075,074 4,079,053

資産合計 10,302,611 10,398,684

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 531,404 731,775

未払法人税等 200,365 25,526

賞与引当金 139,030 86,360

役員賞与引当金 － 8,250

製品保証引当金 10,329 11,799

その他 292,660 476,201

流動負債合計 1,173,788 1,339,913

固定負債

役員退職慰労引当金 7,706 7,786

退職給付に係る負債 186,332 222,951

その他 594,162 613,066

固定負債合計 788,202 843,804

負債合計 1,961,990 2,183,717
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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１四半期連結会計期間
(平成26年６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 3,687,237 3,524,273

自己株式 △607,533 △607,533

株主資本合計 8,018,602 7,855,638

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 273,233 314,318

為替換算調整勘定 33,466 27,477

退職給付に係る調整累計額 △17,906 △16,580

その他の包括利益累計額合計 288,793 325,215

少数株主持分 33,224 34,112

純資産合計 8,340,620 8,214,966

負債純資産合計 10,302,611 10,398,684
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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25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

売上高 1,586,278 1,666,184

売上原価 751,603 830,357

売上総利益 834,675 835,827

販売費及び一般管理費 782,582 802,028

営業利益 52,092 33,798

営業外収益

受取利息 810 1,326

受取配当金 15,280 16,207

有価証券売却益 － 11,704

為替差益 4,665 －

その他 2,648 5,787

営業外収益合計 23,405 35,025

営業外費用

支払利息 762 807

売上割引 3,319 3,705

為替差損 － 7,327

その他 751 997

営業外費用合計 4,833 12,838

経常利益 70,664 55,985

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

固定資産除却損 174 －

特別損失合計 174 －

税金等調整前四半期純利益 75,426 55,985

法人税等 24,260 20,533

少数株主損益調整前四半期純利益 51,165 35,452

少数株主利益又は少数株主損失（△） △162 887

四半期純利益 51,328 34,565
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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25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 51,165 35,452

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △24,164 41,085

為替換算調整勘定 16,118 △5,989

退職給付に係る調整額 － 1,325

その他の包括利益合計 △8,045 36,421

四半期包括利益 43,120 71,874

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 43,282 70,986

少数株主に係る四半期包括利益 △162 887
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 (3) 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１四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年６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１四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日） 

      該当事項はありません。 
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