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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３四半期連結累計期間における我が国経済は、世界経済の減速懸念、輸出と生産の停滞など一

部に弱さが見られるものの、景気回復基調が続いております。 

   また、海外経済においては、中国をはじめとする新興国の減速の影響が見られるものの、米国や欧

州を中心に緩やかな景気回復基調が続いております。 

   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は、世界経済の減速懸念の影

響を受け、製造業の設備投資の動きは慎重となっており、受注環境は厳しい状況で推移いたしました。 

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。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は54億８千万円(前年同期比0.2％増)となりました。

一方、損益面は、海外売上高の増加に伴う販売促進費用、運送費用並びに研究開発費等の販売費及び

一般管理費が増加したことにより、営業利益は２億３千７百万円(前年同期比39.0％減)、経常利益は

２億６千７百万円(前年同期比41.4％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は１億７千９百万円(前

年同期比37.0％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、航空機用電子機器の測定器、車載関連市場や家電市場向けの安全関

連試験機器及び車載関連市場向けＥＭＣ(電磁的両立性)関連試験機器がそれぞれ好調に推移いたし

ました。 

    以上の結果、売上高は13億４千万円(前年同期比15.4％増)となりました。 

 

  《電源機器群》 

    電源機器分野においては、エネルギー関連市場、自動車関連市場及び冷凍空調市場用大容量の交

流電源に動きがみられましたが、国内製造業全般の設備投資に力強さを感じないまま推移いたしま

した。 

    以上の結果、売上高は39億２百万円(前年同期比4.6％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、２億３千７百万円(前年同期比10.3％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、車載関連市場、特に装置組み込み用等に直流電源及び電子負荷装置が好調に推移

いたしました。 

欧州市場では、電子部品関連市場向けに電子負荷装置が好調に推移いたしました。 

アジア市場においては、中国では、車載関連市場や検査機関向けに安全関連試験機器及び交流電

源が好調に推移し、また、東南アジア市場では日系企業を中心に、空調市場や家電市場向けに安全

関連試験機器及び交流電源が、エネルギー関連市場には電子負荷装置が好調に推移いたしました。 

以上の結果、海外売上高は16億９千５百万円(前年同期比9.4％増)となりました。 
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（2）財政状態に関する説明 

   当第３四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３億５千３百万円減少し、109億１千１百万円

となりました。 

   負債は、支払手形及び買掛金が増加したものの、未払法人税等の減少等により、前連結会計年度末

に比べ２億７千８百万円減少し、20億４千３百万円となりました。 

   純資産は、親会社株主に帰属する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７千５百万円減少し、88億６千８百万円となりま

した。 

 

（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成 28 年３月期通期の業績予想につきましては、平成 27 年５月 15 日に「平成 27 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、本日別途開示いたしました「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照ください。 

 

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） 

    「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21 号 平成 25 年９月 13 日。以下「企業結合会計

基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 平成 25 年９月 13 日。

以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成

25 年９月 13 日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、

支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上する

とともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。

また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確

定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸

表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分か

ら非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四

半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替え

を行っております。 

    企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第 58－２項（４）、連結会計基準第 44

－５項（４）及び事業分離等会計基準第 57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第

１四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。 

    なお、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。 

 

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27年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,913,731 2,722,337

受取手形及び売掛金 2,204,505 1,901,908

有価証券 200,456 100,399

商品及び製品 571,721 723,906

仕掛品 282,585 389,599

原材料及び貯蔵品 445,383 497,907

その他 266,382 265,573

流動資産合計 6,884,766 6,601,631

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 571,656 538,841

土地 1,454,495 1,454,495

その他（純額） 326,386 280,406

有形固定資産合計 2,352,538 2,273,743

無形固定資産 36,110 35,432

投資その他の資産

投資有価証券 1,248,134 1,249,352

その他 745,574 753,370

貸倒引当金 △2,015 △2,015

投資その他の資産合計 1,991,693 2,000,708

固定資産合計 4,380,342 4,309,884

資産合計 11,265,109 10,911,516

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 546,048 641,040

未払法人税等 197,977 3,293

賞与引当金 167,909 168,375

役員賞与引当金 45,000 －

製品保証引当金 12,847 20,244

その他 481,884 346,391

流動負債合計 1,451,667 1,179,344

固定負債

役員退職慰労引当金 8,026 8,266

退職給付に係る負債 164,598 164,593

その他 696,883 690,798

固定負債合計 869,508 863,658

負債合計 2,321,175 2,043,003
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年12月31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 3,934,907 3,927,694

自己株式 △626,728 △659,623

株主資本合計 8,247,077 8,206,968

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 533,686 522,560

為替換算調整勘定 95,391 73,619

退職給付に係る調整累計額 33,513 30,464

その他の包括利益累計額合計 662,590 626,644

非支配株主持分 34,265 34,899

純資産合計 8,943,934 8,868,512

負債純資産合計 11,265,109 10,911,516
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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26年４月１日
至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日)

売上高 5,467,772 5,480,720

売上原価 2,677,531 2,672,138

売上総利益 2,790,241 2,808,581

販売費及び一般管理費 2,400,251 2,570,708

営業利益 389,989 237,872

営業外収益

受取利息 4,705 4,593

受取配当金 28,280 36,676

有価証券売却益 11,704 16,779

為替差益 21,195 －

その他 15,971 5,647

営業外収益合計 81,857 63,696

営業外費用

支払利息 2,444 2,367

売上割引 9,872 10,281

為替差損 － 18,213

その他 3,319 3,317

営業外費用合計 15,636 34,181

経常利益 456,210 267,387

税金等調整前四半期純利益 456,210 267,387

法人税等 169,787 86,935

四半期純利益 286,423 180,451

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,101 633

親会社株主に帰属する四半期純利益 285,321 179,818
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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26年４月１日
至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日)

四半期純利益 286,423 180,451

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 145,313 △11,125

為替換算調整勘定 60,755 △21,772

退職給付に係る調整額 3,977 △3,048

その他の包括利益合計 210,046 △35,946

四半期包括利益 496,470 144,505

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 495,368 143,872

非支配株主に係る四半期包括利益 1,101 633
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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３四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日） 

      該当事項はありません。 
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