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1.  平成21年6月期第3四半期の業績（平成20年7月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

21年6月期第3四半期 18,350 ― 605 ― 617 ― △292 ―

20年6月期第3四半期 17,819 △7.6 388 △22.1 403 △20.8 203 △37.6

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

21年6月期第3四半期 △85.47 ―

20年6月期第3四半期 59.35 ―

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

21年6月期第3四半期 13,624 3,424 25.1 999.95
20年6月期 12,885 3,722 28.9 1,087.01

（参考） 自己資本   21年6月期第3四半期  3,424百万円 20年6月期  3,722百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年6月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00
21年6月期 ― 0.00 ―

21年6月期 
（予想）

25.00 25.00

3.  平成21年6月期の業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 24,000 0.1 580 △15.2 600 △15.2 △260 ― △75.93
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他をご覧ください。 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の
変更に記載されるもの） 

(注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第3四半期  3,432,475株 20年6月期  3,432,475株

② 期末自己株式数 21年6月期第3四半期  8,080株 20年6月期  8,026株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年6月期第3四半期  3,424,397株 20年6月期第3四半期  3,424,487株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針
第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化
等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、米国におけるサブプライムローン問題に端を発する金
融危機が世界的な広がりを見せる中で、実体経済にも急速にその影響が及び、自動車産業の減産や販売不
振、民間設備投資の減少など、本格的な不況の様相を呈してまいりました。原油や資源・素材価格の高騰
は収まりつつありますが、為替の変動や株式市場の低迷による金融市場の収縮等もあり、わが国を取り巻
く環境はさらに厳しくなるとともに不透明さを増してまいりました。 
当計測・制御業界におきましても、公共、エネルギーなどの分野は、比較的堅調を維持しているもの

の、半導体、自動車をはじめとした各業種において景気減速による設備投資の減少傾向が顕著となりまし
た。 
このような環境下、当社は安定した需要の見込まれる上水道、都市ガス、電力等の公益事業関連に加

え、環境対応の研究開発が活発な自動車関連やタイヤ・建設機械などの新分野へも積極的な販売活動を展
開してまいりました。 
以上の結果、第３四半期累計期間の受注高は177億50百万円（前年同期比21億94百万円減）となりまし

たが、売上高は前期に受注した大型案件が完成したこともあり183億50百万円（前年同期比５億30百万円
増）となりました。利益面につきましては、売上高の増加ならびに売上総利益率の改善などにより、営業
利益６億５百万円（前年同期比２億16百万円増）、経常利益６億17百万円（前年同期比２億13百万円増）
となりました。 
 しかしながら、当第３四半期末において保有有価証券のうち、時価が著しく下落した有価証券に対し、
減損処理による有価証券評価損５億93百万円を計上したことにより、第３四半期累計期間の四半期純損失
は２億92百万円となりました。 
 部門別の概況は次の通りであります。 
制御・情報機器システム（ＰＡ、ＦＡ）部門 

 当部門につきましては、上水道、都市ガス、電力、鉄鋼などで設備更新需要が堅調なことと、前期に受
注した大型案件の売上もあり、第３四半期累計期間の受注高は86億78百万円（前年同期比１億３百万円
増）、売上高は84億31百万円（前年同期比14億41百万円増）となりました。 
計測器（測定器、計測システム）部門 

 当部門につきましては、環境試験装置などのセットメーカー向けや半導体装置関連が低調であり、第３
四半期累計期間の受注高は31億83百万円（前年同期比17億53百万円減）、売上高は34億14百万円（前年同
期比15億32百万円減）となりました。 
分析機器（ラボ分析計）部門 

 当部門につきましては、民間研究開発部門における設備予算の凍結、先送り等の影響が大きく、第３四
半期累計期間の受注高は35億99百万円（前年同期比４億84百万円減）となりましたが、売上高は、前期受
注の案件が売上がったこともあり40億円（前年同期比50百万円増）となりました。 
産業機器その他部門 

 当部門につきましては、自動車関連が堅調なことに加え、タイヤ・建設機械向けの大型試験設備が完成
したこともあり、第３四半期累計期間の受注高は22億88百万円（前年同期比60百万円減）、売上高は25億
３百万円（前年同期比５億70百万円増）となりました。 

  

（資産） 
 流動資産は、前事業年度末に比べて12.3％増加し117億25百万円となりました。これは、現金及び預金
が11億24百万円減少した一方、受取手形及び売掛金が15億58百万円、たな卸資産が８億１百万円増加した
ことなどによるものであります。 
 固定資産は、前事業年度末に比べて22.2％減少し18億98百万円となりました。これは、主として投資有
価証券が４億48百万円減少したことによるものであります。 
 この結果、総資産は、前事業年度末に比べて5.7％増加し136億24百万円となりました。 
（負債） 

 流動負債は、前事業年度末に比べて12.3％増加し93億66百万円となりました。これは、買掛金が９億99
百万円、前受金が１億６百万円増加したことなどによるものであります。 
 固定負債は、前事業年度末に比べて1.2％増加し８億33百万円となりました。これは退職給付引当金の
増加によるものであります。 
 この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて11.3％増加し102億円となりました。 
（純資産） 

 純資産合計は、前事業年度末に比べて8.0％減少し34億24百万円となりました。これは、主として利益
剰余金の減少によるものであります。 
  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
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平成21年６月期の業績予想は、当第３四半期累計期間の業績と第４四半期（平成21年４月１日～平成21
年６月30日）の経済状況を考慮し、売上高240億円、営業利益５億80百万円、経常利益６億円と第２四半
期決算短信（平成21年１月30日）開示時と変更ありませんが、当期純損失は有価証券評価損の変動を考慮
し当期純損失２億60百万円の見通しに変更させていただきました。 
国内外の経済情勢は、上記の通りますます不透明な状況となってきており、当期純損失につきましては

期末時点における株式市場の影響を大きく受けるため、現状では見積もり困難な状況となっております。
従いまして当期純損失の予想につきましては、第３四半期末に計上しました有価証券評価損５億93百万円
を前提に算定しております。 
  

①簡便な会計処理 
・棚卸資産の評価方法  
当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基
礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  
・固定資産の減価償却費の算定方法  
定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ
っております。  
・経過勘定項目の算定方法  
固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による概算額で
計上する方法によっております。  
・法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  
法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目を重要なものに限定する方法によっておりま
す。  
 ②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理  
 該当事項はありません。 

  
  

・当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(平成19年３月14日 企業会計基準第12号)及び
「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(平成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適
用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(平成20年９月26日 企業会計基準第９号)を第１四半期会計期間
より適用し、評価基準については原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方）に変更してお
ります。なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。  
・「リース取引に関する会計基準」(平成19年３月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する
会計基準の適用指針」（平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期会計期間より早
期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた
会計処理から通常の売買取引に準じた会計処理に変更しております。また、リース資産の減価償却の方法
は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。  
 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通
常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。これによる損益に与える影響
はありません。 

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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１【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年3月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年6月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,040,964 2,165,874

受取手形及び売掛金 8,724,943 7,166,737

商品及び製品 1,696,932 895,827

前払費用 35,819 36,675

繰延税金資産 96,428 51,839

その他 137,328 129,410

貸倒引当金 △6,753 △1,763

流動資産合計 11,725,663 10,444,601

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 163,583 172,821

機械及び装置（純額） 2,600 3,276

工具、器具及び備品（純額） 28,447 31,907

土地 6,172 6,172

リース資産 2,621 －

有形固定資産合計 203,425 214,177

無形固定資産   

ソフトウエア 32,383 39,523

電話加入権 12,083 12,083

特許権 850 962

無形固定資産合計 45,316 52,569

投資その他の資産   

投資有価証券 467,532 916,254

破産更生債権等 14,136 510

長期前払費用 43 164

繰延税金資産 301,473 383,931

差入保証金 335,889 336,181

役員に対する保険積立金 541,171 534,589

入会金 3,400 3,400

貸倒引当金 △13,463 △486

投資その他の資産合計 1,650,183 2,174,545

固定資産合計 1,898,925 2,441,293

資産合計 13,624,589 12,885,894
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年3月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年6月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,223,542 7,223,716

未払金 77,720 105,862

未払費用 92,380 87,616

未払法人税等 289,777 392,861

未払消費税等 44,906 60,493

前受金 448,958 342,056

預り金 18,823 87,052

賞与引当金 126,900 －

役員賞与引当金 37,116 34,078

工事損失引当金 1,282 －

リース債務 616 －

その他 4,593 6,232

流動負債合計 9,366,618 8,339,969

固定負債   

退職給付引当金 745,943 737,723

長期未払金 85,795 85,795

リース債務 2,004 －

固定負債合計 833,742 823,518

負債合計 10,200,361 9,163,487

純資産の部   

株主資本   

資本金 569,375 569,375

資本剰余金 815,226 815,226

利益剰余金 2,031,866 2,410,166

自己株式 △3,502 △3,461

株主資本合計 3,412,964 3,791,306

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,262 △68,900

評価・換算差額等合計 11,262 △68,900

純資産合計 3,424,227 3,722,406

負債純資産合計 13,624,589 12,885,894
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(2)【四半期損益計算書】 
 【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年7月１日 
 至 平成21年3月31日) 

売上高 18,350,102

売上原価 15,366,436

売上総利益 2,983,665

販売費及び一般管理費  

荷造運搬費 17,553

広告宣伝費 9,878

支払手数料 69,106

受注前活動費 188,603

交通費 88,326

貸倒引当金繰入額 17,966

役員報酬 90,900

役員賞与引当金繰入額 37,116

給料及び手当 1,162,698

退職給付費用 55,953

福利厚生費 170,529

交際費 20,704

通信費 36,742

消耗品費 39,368

租税公課 25,727

賃借料 263,970

減価償却費 22,445

その他 61,013

販売費及び一般管理費合計 2,378,604

営業利益 605,061

営業外収益  

受取利息 1,182

受取配当金 9,968

その他 3,939

営業外収益合計 15,090

営業外費用  

支払利息 2,989

その他 99

営業外費用合計 3,088

経常利益 617,063

特別利益  

投資有価証券売却益 335

特別利益合計 335

特別損失  

投資有価証券評価損 593,936

特別損失合計 593,936

税引前四半期純利益 23,461

法人税、住民税及び事業税 333,741

法人税等調整額 △17,590

法人税等合計 316,151

四半期純損失（△） △292,689
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 【第３四半期会計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年1月１日 
 至 平成21年3月31日) 

売上高 7,518,599

売上原価 6,263,583

売上総利益 1,255,016

販売費及び一般管理費  

荷造運搬費 5,018

広告宣伝費 412

支払手数料 25,418

受注前活動費 50,476

交通費 27,191

貸倒引当金繰入額 18,563

役員報酬 30,300

役員賞与引当金繰入額 27,071

給料及び手当 358,139

退職給付費用 18,604

福利厚生費 54,713

交際費 4,697

通信費 11,636

消耗品費 10,663

租税公課 10,311

賃借料 86,540

減価償却費 7,680

その他 16,105

販売費及び一般管理費合計 763,545

営業利益 491,470

営業外収益  

受取利息 200

受取配当金 34

保険事務手数料 706

その他 624

営業外収益合計 1,566

営業外費用  

支払利息 734

その他 49

営業外費用合計 784

経常利益 492,252

特別損失  

投資有価証券評価損 156,588

特別損失合計 156,588

税引前四半期純利益 335,663

法人税、住民税及び事業税 281,917

法人税等調整額 △65,728

法人税等合計 216,189

四半期純利益 119,474
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 23,461

減価償却費 34,731

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,219

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17,966

工事損失引当金の増減額（△は減少） 1,282

賞与引当金の増減額（△は減少） 126,900

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 3,038

受取利息及び受取配当金 △11,151

支払利息 2,989

投資有価証券売却損益（△は益） △335

投資有価証券評価損益（△は益） 593,936

売上債権の増減額（△は増加） △1,558,206

たな卸資産の増減額（△は増加） △801,105

仕入債務の増減額（△は減少） 999,826

前渡金の増減額（△は増加） △11,445

前受金の増減額（△は減少） 106,902

未払金の増減額（△は減少） △27,927

未払消費税等の増減額（△は減少） △15,586

その他 △79,739

小計 △586,242

利息及び配当金の受取額 11,151

利息の支払額 △2,989

法人税等の支払額 △430,967

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,009,048

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △8,271

無形固定資産の取得による支出 △6,234

投資有価証券の取得による支出 △9,866

投資有価証券の売却による収入 609

貸付けによる支出 △500

貸付金の回収による収入 250

差入保証金の差入による支出 △1,670

差入保証金の回収による収入 1,962

その他 △6,581

投資活動によるキャッシュ・フロー △30,303

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,600,000

短期借入金の返済による支出 △1,600,000

リース債務の返済による支出 △462

自己株式の取得による支出 △41

配当金の支払額 △85,054

財務活動によるキャッシュ・フロー △85,558

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,124,910

現金及び現金同等物の期首残高 2,165,874

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,040,964
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(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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前年同四半期に係る財務諸表 

（1）（要約）前四半期損益計算書 

 
  

「参考資料」

科  目

前第３四半期累計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成20年３月31日)

金額（千円）

Ⅰ 売上高 17,819,196

Ⅱ 売上原価 15,043,506

   売上総利益 2,775,690

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,387,081

   営業利益 388,609

Ⅳ 営業外収益 15,252

Ⅴ 営業外費用 462

   経常利益 403,399

Ⅵ 特別利益   

 １ 固定資産売却益 384

 ２ 貸倒引当金戻入益 2,727

   特別利益合計 3,112

Ⅶ 特別損失

 １ 投資有価証券評価損 14,821

   税引前四半期純利益 391,690

   法人税、住民税及び事業税 251,409

   法人税等調整額 △62,965

   四半期純利益 203,246
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（2）（要約）前四半期キャッシュ・フロー計算書 

 
  

科  目

前第３四半期累計期間 

(自 平成19年７月１日  

至 平成20年３月31日)

金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １．税引前四半期純利益 391,690

 ２．減価償却費 44,091

 ３．退職給付引当金の増加額 228

  ４．賞与引当金の増加額 178,911

 ５．貸倒引当金の減少額 △10,021

 ６．役員賞与引当金の減少額 △17,292

 ７．受取利息及び受取配当金 △10,116

 ８．支払利息 389

 ９．投資有価証券評価損 14,821

 10．固定資産売却益 △384

 11．売上債権の増加額 △1,176,255

 12．たな卸資産の増加額 △1,210,824

 13．仕入債務の増加額 1,121,245

 14．前渡金の増加額 △142,894

 15．前受金の増加額 238,785

 16．未払金の減少額 △22,137

 17．未払消費税等の減少額 △16,961

 18．その他 △62,664

    小計 △679,388

 19．利息及び配当金受取額 10,116

 20．利息支払額 △389

 21．法人税等支払額 △302,469

  営業活動によるキャッシュ・フロー △972,130

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １．有形固定資産の取得による支出 △8,458

 ２．有形固定資産の売却による収入 500

 ３．無形固定資産の取得による支出 △6,736

 ４．投資有価証券の取得による支出 △9,615

 ５．貸付金の回収による収入 690

 ６．差入保証金の減少額 826

 ７．その他 △6,961

  投資活動によるキャッシュ・フロー △29,755

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １．短期借入れによる収入 400,000

 ２．短期借入金の返済による支出 △400,000

 ３．自己株式取得による支出 △35

 ４．配当金の支払額 △81,802

  財務活動によるキャッシュ・フロー △81,837

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △1,083,722

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 2,682,652

Ⅵ 現金及び現金同等物四半期末残高 1,598,930
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当第３四半期累計期間における販売実績は次の通りであります。 

 
  

  

6. その他の情報

(1) 販売実績

品目別 販売高(千円)

制御・情報機器システム 8,431,006

計測器 3,414,761

分析機器 4,000,776

産業機器その他 2,503,557

合計 18,350,102
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