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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１四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の推進等により、企業収益

や雇用情勢が改善され、国内景気は緩やかな回復傾向を持続しております。しかしながら、米国の政策運営の影響

や新興国経済の減速、地政学的リスクの高まりなどから、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いておりま

す。

 計測・制御業界におきましては、プラント設備関連の更新及び運用・保守サービス需要に加え、民間企業の業績

回復に伴い設備投資も回復基調となりました。

 このような状況のもとで当社は、主要な需要先である上水道、都市ガス、電力などの社会インフラの設備更新に

加え、半導体、自動車関連、通信、食品・薬品など民間企業向けに積極的な販売活動を行ってまいりました。

 これらの結果、当第１四半期累計期間における受注高は73億34百万円（前年同期比5.0％減）、売上高は工期の

長い大型案件が多い影響もあり、49億91百万円（前年同期比13.7％減）となりました。利益面につきましては、営

業利益48百万円（前年同期比71.9％減）、経常利益66百万円（前年同期比62.7％減）、四半期純利益40百万円（前

年同期比65.8％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１四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13.5％減少し142億91百万円となりました。これは、商品が５億91百万円増

加した一方、現金及び預金が24億57百万円、電子記録債権が４億15百万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3.9％減少し29億52百万円となりました。これは、投資有価証券が１億10百

万円増加した一方、役員に対する保険積立金が２億29百万円減少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12.0％減少し172億43百万円となりました。

（負債） 

 流動負債は、前事業年度末に比べて22.2％減少し78億74百万円となりました。これは、賞与引当金が２億39百万

円増加した一方、買掛金が15億84百万円、電子記録債務が３億７百万円、未払法人税等が３億４百万円減少したこ

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3.9％増加し９億10百万円となりました。これは主に、繰延税金負債が30百

万円増加したことなどによるものであります。 

 この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて20.2％減少し87億85百万円となりました。

（純資産） 

 純資産合計は、前事業年度末に比べて1.5％減少し84億58百万円となりました。これは、その他有価証券評価差

額金が72百万円増加した一方、利益剰余金が１億99百万円減少したことによるものであります。

 

（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29年８月７日付発表「平成29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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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成29年６月30日) 
当第１四半期会計期間 
(平成29年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 7,772,447 5,315,435 

受取手形及び売掛金 6,257,478 5,991,278 

電子記録債権 1,151,597 736,518 

商品 1,101,990 1,693,573 

前渡金 105,233 137,295 

前払費用 35,972 33,202 

繰延税金資産 81,530 94,255 

その他 9,187 290,088 

貸倒引当金 △377 △282 

流動資産合計 16,515,058 14,291,364 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 157,207 153,025 

機械及び装置（純額） 0 0 

工具、器具及び備品（純額） 47,270 42,637 

土地 6,172 6,172 

リース資産（純額） 9,551 8,881 

有形固定資産合計 220,201 210,716 

無形固定資産    

ソフトウエア 41,222 52,831 

電話加入権 5,094 5,094 

リース資産 5,963 5,444 

無形固定資産合計 52,280 63,370 

投資その他の資産    

投資有価証券 1,970,299 2,080,833 

役員に対する保険積立金 561,369 331,712 

長期前払費用 1,277 1,318 

破産更生債権等 1,824 1,804 

その他 268,127 264,427 

貸倒引当金 △1,715 △1,697 

投資その他の資産合計 2,801,181 2,678,399 

固定資産合計 3,073,664 2,952,486 

資産合計 19,588,723 17,243,851 
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    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成29年６月30日) 
当第１四半期会計期間 
(平成29年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 5,502,995 3,918,695 

電子記録債務 1,971,079 1,663,528 

リース債務 4,752 4,752 

未払金 321,041 143,920 

未払費用 155,650 125,413 

未払法人税等 356,033 51,146 

前受金 1,594,406 1,559,547 

預り金 190,528 125,558 

賞与引当金 － 239,730 

役員賞与引当金 － 4,681 

その他 30,500 37,913 

流動負債合計 10,126,988 7,874,887 

固定負債    

リース債務 10,960 9,772 

長期未払金 63,417 63,417 

繰延税金負債 12,738 43,414 

退職給付引当金 789,462 793,908 

固定負債合計 876,577 910,511 

負債合計 11,003,566 8,785,399 

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 6,144,991 5,945,479 

自己株式 △4,250 △4,250 

株主資本合計 7,525,342 7,325,829 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 1,059,613 1,132,446 

繰延ヘッジ損益 201 175 

評価・換算差額等合計 1,059,814 1,132,622 

純資産合計 8,585,157 8,458,452 

負債純資産合計 19,588,723 17,243,851 
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（２）四半期損益計算書

（第１四半期累計期間）

    (単位：千円) 

 
前第１四半期累計期間 
(自 平成28年７月１日 

 至 平成28年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成29年７月１日 
 至 平成29年９月30日) 

売上高 5,782,316 4,991,387 

売上原価 4,659,183 4,020,815 

売上総利益 1,123,132 970,571 

販売費及び一般管理費    

受注前活動費 102,326 85,389 

役員報酬 40,500 40,500 

役員賞与引当金繰入額 12,850 4,681 

給料及び手当 460,798 456,337 

退職給付費用 18,618 17,365 

福利厚生費 76,173 76,894 

賃借料 91,763 94,595 

減価償却費 10,470 10,330 

その他 136,367 135,735 

販売費及び一般管理費合計 949,867 921,828 

営業利益 173,264 48,742 

営業外収益    

受取利息 58 27 

受取配当金 4,290 4,524 

保険解約返戻金 － 14,039 

その他 1,619 798 

営業外収益合計 5,968 19,389 

営業外費用    

その他 48 1,255 

営業外費用合計 48 1,255 

経常利益 179,184 66,876 

特別損失    

投資有価証券評価損 1,480 － 

特別損失合計 1,480 － 

税引前四半期純利益 177,704 66,876 

法人税、住民税及び事業税 89,518 40,768 

法人税等調整額 △29,269 △14,030 

法人税等合計 60,249 26,737 

四半期純利益 117,455 40,139 
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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。

 

 

３．補足情報

 受注及び販売の状況

  ①受注実績

 当第１四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  3,962,518 △7.2 10,193,315 21.7

計測器  979,965 12.7 577,574 24.2

分析機器 1,729,229 △13.9 1,863,801 △18.8

産業機器・その他 662,709 14.9 767,005 △41.7

計 7,334,422 △5.0 13,401,697 7.6

（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１四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  2,148,598 △25.0

 計測器 950,021 6.5

 分析機器 1,494,550 3.4

 産業機器・その他 398,215 △31.3

 計 4,991,387 △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。
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