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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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 ％

24年3月期第3四半期 10,361 △0.8 359 △21.5 419 △25.0 339 △20.8

23年3月期第3四半期 10,444 11.6 457 202.8 559 129.8 428 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 229百万円 （△35.6％） 23年3月期第3四半期 356百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 14.97 ―

23年3月期第3四半期 18.89 ―

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

24年3月期第3四半期 16,744 12,186 72.1 532.45
23年3月期 17,113 12,051 69.8 526.38

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  12,077百万円 23年3月期  11,944百万円

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

23年3月期 ― 2.00 ― 2.00 4.00
24年3月期 ― 2.00 ―

24年3月期（予想） 0.00 2.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 13,800 △3.4 460 △3.0 520 △11.8 380 19.5 16.74



(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、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いません。 

※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。 

4.  その他

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   ：  有

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） 24年3月期3Q 24,346,082 株 23年3月期 24,346,082 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 1,664,264 株 23年3月期 1,654,813 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 22,690,079 株 23年3月期3Q 22,694,382 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 
 
(1)連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響から、サプライチェー

ンの立て直しにより、生産に持ち直しの動きがみられましたものの、雇用情勢や設備投資は弱い

動きとなりました。また、欧州の政府債務危機などを背景とした海外景気の下振れ懸念や円高の

進行などもあり、先行き不透明な状況の中で推移いたしました。 

このような状況のもと当第３四半期連結累計期間の売上高につきましては、電気機器関連事業

は減少、計測機器関連事業は増加し、全体では 103 億 61 百万円（前年同四半期比 0.8％減）と

なりました。営業利益につきましては、売上高の減少などにより３億 59 百万円（同 21.5％減）

となりました。経常利益につきましては、４億 19 百万円（同 25.0％減）となり、四半期純利益

につきましては、３億 39 百万円（同 20.8％減）となりました。 

また、平成 23 年 11 月 29 日より日本ガイシ株式会社（以下「公開買付者」といいます。）に

よる当社株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が実施されておりまし

たが、平成 24 年１月 17 日で本公開買付けが終了し、成立しました。なお、公開買付者は当社を

完全子会社とすることを予定しておりますので、当社普通株式は大阪証券取引所及び名古屋証券

取引所の株券上場廃止基準に該当し、所定の手続を経て上場廃止となる見込みです。 

 

報告セグメントの業績は次のとおりであります。 

 

（電気機器関連事業） 

電気機器関連事業につきましては、売上高は 91 億円（前年同四半期比 1.4％減）となり、売

上高の減少などにより営業利益は３億 20 百万円（同 26.4％減）となりました。 

 

（計測機器関連事業） 

計測機器関連事業につきましては、売上高は 12 億 61 百万円（前年同四半期比 4.0％増）とな

り、売上高の増加などにより営業利益は 39 百万円（同 73.9％増）となりました。 

 

(2)連結財政状態に関する定性的情報 

総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ３億 68 百万円減少しました。主な要因とし

ましては、商品及び製品が増加したものの、短期貸付金が減少したことなどにより流動資産が３

億 67 百万円減少したことによるものであります。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ５億４百万円減少しました。主な要因としまし

ては、賞与引当金や未払法人税等などの減少などにより、流動負債３億 54 百万円減少したこと

及び、繰延税金負債や製品保証引当金が減少したことなどにより、固定負債が１億 49 百万円減

少したことによるものであります。 
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純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ１億 35 百万円増加しました。主な要因とし

ましては、その他有価証券評価差額金が１億 16 百万円減少したものの、利益剰余金が２億 49

百万円増加したことなどによるものであります。 

 

 

(3)連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の連結業績予想につきましては、平成 23 年 11 月 28 日に修正発表いたしました通り、売

上高 138 億円、営業利益４億 60 百万円、経常利益５億 20 百万円、当期純利益３億 80 百万円と

予想しております。 

 

２． サマリー情報（その他）に関する事項 

(1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

特記事項はありません。 

 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（在外連結子会社の財務諸表項目の円換算方法の変更） 

当社の在外連結子会社である愛那其斯電机（上海）有限公司の収益及び費用の円貨への換算に

ついては、従来、決算日の直物為替相場で換算しておりましたが、愛那其斯電机（上海）有限公

司の重要性が増すことに備えて、当第１四半期連結会計期間より原則的な方法として定められて

いる期中平均相場で換算することとしております。なお、この変更に伴う影響は軽微であります。 
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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23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 415,948 489,037

受取手形及び売掛金 3,237,093 2,913,959

商品及び製品 1,250,415 1,587,548

仕掛品 689,949 835,148

原材料及び貯蔵品 1,105,100 1,219,942

繰延税金資産 25,922 22,624

短期貸付金 5,925,684 5,263,006

その他 418,057 365,725

貸倒引当金 △16,800 △13,600

流動資産合計 13,051,373 12,683,392

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,599,124 1,901,236

機械装置及び運搬具（純額） 386,936 463,023

土地 594,912 594,912

建設仮勘定 212,096 6,516

その他（純額） 102,779 108,951

有形固定資産合計 2,895,850 3,074,640

無形固定資産

ソフトウエア 21,791 13,971

電話加入権 4,967 4,967

その他 3,519 31,114

無形固定資産合計 30,278 50,053

投資その他の資産

投資有価証券 930,121 713,070

繰延税金資産 29,161 30,728

長期前払費用 18,487 34,779

その他 165,065 162,494

貸倒引当金 △6,550 △4,350

投資その他の資産合計 1,136,286 936,723

固定資産合計 4,062,415 4,061,417

資産合計 17,113,788 16,744,810
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,767,131 1,807,737

短期借入金 522,088 595,665

未払法人税等 129,675 16,293

未払消費税等 92,817 9,163

賞与引当金 246,798 80,685

未払費用 148,222 148,279

その他 505,521 399,486

流動負債合計 3,412,254 3,057,311

固定負債

繰延税金負債 103,903 19,512

退職給付引当金 1,014,743 1,033,844

役員退職慰労引当金 10,576 11,963

事業整理損失引当金 108,173 82,367

損害賠償引当金 31,275 31,275

製品保証引当金 347,374 291,167

資産除去債務 3,640 3,688

その他 30,603 27,122

固定負債合計 1,650,291 1,500,941

負債合計 5,062,546 4,558,252

純資産の部

株主資本

資本金 5,197,563 5,197,563

資本剰余金 3,468,845 3,468,845

利益剰余金 3,478,557 3,727,571

自己株式 △315,258 △318,558

株主資本合計 11,829,709 12,075,422

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 150,702 34,192

繰延ヘッジ損益 △7,462 －

為替換算調整勘定 △28,588 △32,597

その他の包括利益累計額合計 114,651 1,594

少数株主持分 106,881 109,540

純資産合計 12,051,242 12,186,557

負債純資産合計 17,113,788 16,744,810
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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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 10,444,941 10,361,904

売上原価 8,223,338 8,168,739

売上総利益 2,221,602 2,193,164

販売費及び一般管理費

運賃 159,711 168,425

貸倒引当金繰入額 － △3,200

役員報酬 167,810 185,149

給料手当及び賞与 676,305 682,919

賞与引当金繰入額 30,512 30,467

退職給付費用 57,516 63,960

役員退職慰労引当金繰入額 4,368 1,087

法定福利及び厚生費 149,152 156,731

減価償却費 40,374 41,094

その他 478,222 507,264

販売費及び一般管理費合計 1,763,975 1,833,899

営業利益 457,626 359,264

営業外収益

受取利息 25,922 26,142

受取配当金 32,981 30,417

為替差益 1,531 －

投資有価証券割当益 27,753 －

その他 16,571 8,137

営業外収益合計 104,760 64,697

営業外費用

支払利息 2,691 1,555

為替差損 － 2,586

貸倒引当金繰入額 － 200

営業外費用合計 2,691 4,341

経常利益 559,695 419,621
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

特別利益

貸倒引当金戻入額 800 －

固定資産売却益 4 2,952

特別利益合計 804 2,952

特別損失

固定資産処分損 50,069 10,339

投資有価証券評価損 15,933 16,434

減損損失 150 －

会員権評価損 － 200

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,932 －

特別損失合計 68,085 26,973

税金等調整前四半期純利益 492,414 395,600

法人税、住民税及び事業税 53,358 50,990

法人税等調整額 8,874 1,711

法人税等合計 62,232 52,701

少数株主損益調整前四半期純利益 430,182 342,898

少数株主利益 1,295 3,120

四半期純利益 428,887 339,777
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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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 430,182 342,898

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △66,139 △116,732

繰延ヘッジ損益 11,336 7,462

為替換算調整勘定 △18,708 △4,008

その他の包括利益合計 △73,510 △113,278

四半期包括利益 356,671 229,620

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 355,407 226,721

少数株主に係る四半期包括利益 1,263 2,898
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
（注）１ セグメント利益の調整額58千円は、セグメント間取引消去であります。 

   ２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
 （注） セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益ベースの数値であります。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日) 

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

報告セグメント
調整額
（千円）
（注）１

四半期連結
財務諸表
計上額
(千円)
（注）２

電気機器 
関連事業
（千円）

計測機器
関連事業
（千円）

計
（千円）

売上高

  外部顧客への売上高 9,231,809 1,213,131 10,444,941 ― 10,444,941

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

5,504 ― 5,504 △5,504 ―

計 9,237,313 1,213,131 10,450,445 △5,504 10,444,941

セグメント利益 435,142 22,426 457,568 58 457,626

報告セグメント 四半期連結
財務諸表
計上額 
(千円)

電気機器 
関連事業
（千円）

計測機器
関連事業
（千円）

計
（千円）

売上高

  外部顧客への売上高 9,100,021 1,261,882 10,361,904 10,361,904

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ―

計 9,100,021 1,261,882 10,361,904 10,361,904

セグメント利益 320,256 39,008 359,264 359,264

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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