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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

①業績の状況 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日本銀行の金融政策により円安・株高が進み、

景気は緩やかな回復基調となりました。しかしながら、消費税増税後の個人消費回復が遅れていることに加え、円

安進行による原材料の高騰などもあり、先行きは依然不透明な状況にあります。

 このような状況のもとで当社は、従来からのガス・電力・水道などのライフライン関連ビジネスの強化を図りつ

つ、太陽光発電等の再生可能エネルギーや分析データベースソフトなど新たな分野にも販売活動を展開してまいり

ました。

 その結果、当第２四半期累計期間の受注高は、上水道・エネルギー向け制御システムや各種分析機器が好調に推

移し、140億90百万円（前年同四半期比7.6％増）となりました。しかしながら、受注した大型案件の工期が長いこ

ともあり完成が下期以降となるものが多く、売上高は102億16百万円（前年同四半期比3.7％減）となりました。

 また、利益面につきましては、大型案件受注に伴う事前設計費の増加や関西支社移転等販管費が増加したことも

あり、営業利益49百万円（前年同四半期比80.8％減）、経常利益66百万円（前年同四半期比77.1％減）、四半期純

利益24百万円（前年同四半期比84.9％減）となりました。

 

 また、セグメントにつきましては、当社では計測制御機器、分析機器等の各種電子応用機器の販売と、それに付 

随するエンジニアリング業務などを行っているものであり、単一であります。

 

②第２四半期累計期間の季節的変動 

 当社の主要な販売先は、上下水道、電力、都市ガス等の公共事業関連、民間でもエンド・ユーザーが官公庁の重 

電・プラント関連の販売先が多く、売上高・利益ともに第３四半期会計期間（１月１日～３月31日）に集中すると 

いう季節的変動の傾向があります。

 

（２）財政状態に関する説明

（資産） 

 流動資産は、前事業年度末に比べて9.8％減少し114億87百万円となりました。これは現金及び預金が11億79百万

円、受取手形及び売掛金が５億77百万円減少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1.2％増加し26億55百万円となりました。これは、繰延税金資産が56百万円

減少した一方、投資有価証券が81百万円増加したことなど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7.9％減少し141億42百万円となりました。

（負債） 

 流動負債は、前事業年度末に比べて13.6％減少し72億89百万円となりました。これは、前受金が３億35百万円増

加した一方、買掛金が10億58百万円、未払法人税等が３億92百万円減少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8.0％減少し７億89百万円となりました。これは主に、退職給付引当金の減

少70百万円など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13.0％減少し80億79百万円となりました。

（純資産） 

 純資産合計は、その他有価証券評価差額金が54百万円増加した一方、利益剰余金が55百万円減少したことなどに

より、60億63百万円となりました。

 この結果、自己資本比率は42.9％（前事業年度末は39.5％）となりました。

 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

 本資料に記載されている業績予想につきましては、平成26年８月８日付発表「平成26年６月期決算短信[日本基 

準]（非連結）」の記載から変更はありません。なお、業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報 

に基づき作成されたものであり、実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）四半期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。

 

（２）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等の適用）

 「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

定めについて第１四半期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し、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似

した年数に基づく割引率を使用する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごと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２四半

期累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２四半期累計期間の期首において、退職給付引当金が88,604千円及び繰延税金資産が31,339千円

それぞれ減少し、利益剰余金が57,265千円増加しております。なお、当第２四半期累計期間の損益に与える影響は

軽微であります。
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成26年６月30日) 
当第２四半期会計期間 
(平成26年12月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 4,528,768 3,349,459 

受取手形及び売掛金 6,730,029 6,152,053 

商品及び製品 1,311,935 1,789,063 

前渡金 79,931 121,802 

前払費用 19,789 18,218 

繰延税金資産 57,336 28,482 

その他 8,017 29,748 

貸倒引当金 △4,428 △1,815 

流動資産合計 12,731,379 11,487,012 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 180,351 191,265 

機械及び装置（純額） 0 0 

工具、器具及び備品（純額） 20,616 23,533 

土地 6,172 6,172 

リース資産（純額） 4,489 3,332 

有形固定資産合計 211,629 224,302 

無形固定資産    

のれん 27,500 22,500 

特許権 62 － 

ソフトウエア 11,610 14,545 

電話加入権 5,094 5,094 

その他 － 3,958 

無形固定資産合計 44,267 46,099 

投資その他の資産    

投資有価証券 1,348,064 1,429,467 

繰延税金資産 186,560 130,450 

役員に対する保険積立金 531,818 549,975 

長期前払費用 549 967 

破産更生債権等 2,043 1,096 

その他 301,397 274,283 

貸倒引当金 △1,946 △1,044 

投資その他の資産合計 2,368,488 2,385,197 

固定資産合計 2,624,384 2,655,599 

資産合計 15,355,764 14,142,612 
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    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成26年６月30日) 
当第２四半期会計期間 
(平成26年12月31日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 6,692,390 5,633,854 

リース債務 2,314 3,119 

未払金 92,021 148,864 

未払費用 189,641 175,380 

未払法人税等 408,675 16,439 

前受金 728,926 1,063,982 

預り金 159,628 108,305 

役員賞与引当金 96,504 4,445 

受注損失引当金 814 814 

損害賠償損失引当金 41,300 41,300 

その他 20,869 93,209 

流動負債合計 8,433,087 7,289,714 

固定負債    

リース債務 2,368 4,431 

長期未払金 84,079 84,079 

退職給付引当金 772,110 701,187 

固定負債合計 858,557 789,698 

負債合計 9,291,645 8,079,412 

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 4,041,338 3,986,155 

自己株式 △3,979 △4,082 

株主資本合計 5,421,960 5,366,673 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 642,159 696,526 

評価・換算差額等合計 642,159 696,526 

純資産合計 6,064,119 6,063,199 

負債純資産合計 15,355,764 14,142,612 
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（２）四半期損益計算書

（第２四半期累計期間）

    (単位：千円) 

 
前第２四半期累計期間 
(自 平成25年７月１日 

 至 平成25年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成26年７月１日 
 至 平成26年12月31日) 

売上高 10,613,910 10,216,598 

売上原価 8,696,526 8,382,422 

売上総利益 1,917,383 1,834,175 

販売費及び一般管理費    

受注前活動費 116,662 139,505 

貸倒引当金繰入額 1,216 － 

役員報酬 77,550 78,750 

役員賞与引当金繰入額 19,710 4,445 

給料及び手当 832,161 861,162 

退職給付費用 37,534 40,084 

福利厚生費 141,072 144,857 

賃借料 163,409 182,009 

減価償却費 18,508 24,258 

その他 249,506 309,185 

販売費及び一般管理費合計 1,657,331 1,784,257 

営業利益 260,051 49,917 

営業外収益    

受取利息 429 439 

受取配当金 8,599 9,394 

還付消費税等 8,982 － 

その他 11,175 6,657 

営業外収益合計 29,185 16,490 

営業外費用    

その他 78 130 

営業外費用合計 78 130 

経常利益 289,158 66,277 

特別利益    

投資有価証券売却益 765 208 

特別利益合計 765 208 

特別損失    

事務所移転費用 － 9,946 

特別損失合計 － 9,946 

税引前四半期純利益 289,923 56,539 

法人税、住民税及び事業税 122,398 8,218 

法人税等調整額 5,785 23,818 

法人税等合計 128,183 32,037 

四半期純利益 161,740 24,502 
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（３）四半期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）

 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）

 該当事項はありません。

 

４．補足情報

 受注及び販売の状況

  ①受注実績

 当第２四半期累計期間における受注実績は、次のとおりであります。

 品目別 受注高（千円） 前年同四半期比（％） 受注残高（千円） 前年同四半期比（％）

制御・情報機器システム  7,185,649 6.9 7,413,913 16.1

計測器  2,306,420 △1.3 1,089,450 △14.0

分析機器 3,513,348 6.3 1,901,067 9.2

産業機器その他 1,084,674 47.3 953,087 60.6

計 14,090,092 7.6 11,357,519 13.7

（注）金額は販売価格によっており、消費税および地方消費税は含まれておりません。

 

  ②販売実績

 当第２四半期累計期間における販売実績は、次のとおりであります。

 品目別 金額（千円） 前年同四半期比（％）

 制御・情報機器システム  4,781,773 △11.3

 計測器 1,931,692 7.0

 分析機器 3,127,851 5.7

 産業機器その他 375,280 △18.9

 計 10,216,598 △3.7

（注）金額は販売価格によっており、消費税および地方消費税は含まれておりません。
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