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1. 2020年12月期第1四半期の連結業績（2020年1月1日～2020年3月31日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年12月期第1四半期 3,973 △2.4 339 △43.6 338 △45.4 237 △46.3

2019年12月期第1四半期 4,072 △9.1 600 △13.8 619 △6.1 442 △5.1

（注）包括利益 2020年12月期第1四半期　　△48百万円 （―％） 2019年12月期第1四半期　　499百万円 （83.8％）

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

2020年12月期第1四半期 8.59 ―

2019年12月期第1四半期 16.00 ―

(2) 連結財政状態

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

2020年12月期第1四半期 23,726 15,964 66.9 574.84

2019年12月期 23,935 16,345 67.9 587.93

（参考）自己資本 2020年12月期第1四半期 15,878百万円 2019年12月期 16,257百万円

2. 配当の状況

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

2019年12月期 ― ― ― 12.00 12.00

2020年12月期 ―

2020年12月期（予想） ― ― 12.00 12.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2020年12月期の連結業績予想（2020年 1月 1日～2020年12月31日）

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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

第2四半期(累計) 8,000 10.6 700 △2.9 720 △7.5 500 △6.3 18.08

通期 16,400 5.3 1,500 8.4 1,550 6.2 1,050 13.6 37.97

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

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 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2020年12月期1Q 28,058,800 株 2019年12月期 28,058,800 株

② 期末自己株式数 2020年12月期1Q 436,769 株 2019年12月期 406,769 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年12月期1Q 27,644,531 株 2019年12月期1Q 27,652,031 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

　業績予想につきましては、現時点で入手された情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって上記予想と異なる場合があります。
業績に関する事項につきましては、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性情報(3)連結業績予想などの将来予情報に関する説明」をご参照くださ
い。
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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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米中貿易摩擦の長期化による中国や新興国経済の停滞により

輸出が低迷するなど、全体的に低調に推移いたしました。また、新型コロナウイルス感染の急拡大により世界経済

が混乱、停滞するなど減速が見られ、さらに不透明感が高まっております。このような状況のもと、当社グループ

のユーザーにおいても、業種によるバラツキはあるものの、全般的に投資の抑制傾向が続いております。

　このような事業環境のなか、当社グループは第６次中期経営計画「Create Future 2021」の２年目として、３つ

の基本戦略「既存領域の強化」「注力領域での成長」「顧客への付加価値拡大」を軸とした各種施策に取り組んで

おります。

当第１四半期連結累計期間における受注高は、全般的な投資の抑制等により、4,017百万円と前年同期に比べ2.0

％の減少となりました。また、売上高も、設置型車両重量計や防災関連機器などの増収要因があったものの、汎用

品の需要が低調であったことから3,973百万円と前年同期に比べ2.4％の減収となりました。

　利益につきましては、売上高の減収および開発費助成型の共同研究の参画により開発費の計上が先行した結果、

原価率が上昇し営業利益は339百万円と前年同期に比べ43.6％の減益となりました。また、経常利益は338百万円と

前年同期に比べ45.4％、親会社株主に帰属する四半期純利益は237百万円と前年同期に比べ46.3％とそれぞれ減益と

なりました。

セグメント別の状況は、次のとおりであります。

　①計測機器セグメント

　汎用品は全般的な需要低迷により、センサ関連機器の売上高は1,078百万円と前年同期に比べ7.4％、測定器関連

機器の売上高は486百万円と前年同期に比べ20.2％の減収となりました。

　特注品関連機器(特定顧客向け製品)は、高速道路向け設置型車両重量計の大型竣工案件等により、売上高は595百

万円と前年同期に比べ18.6％の増収となりました。

　システム製品関連機器は、防災やダム関連機器および衝突試験装置等が堅調に推移し、売上高は658百万円と前年

同期に比べ12.2％の増収となりました。

　保守・修理部門は機器修理が堅調に推移し、売上高は274百万円と前年同期に比べ1.5％の増収となりました。

　以上その他を含め、計測機器セグメントは、売上高が3,587百万円と前年同期に比べ2.9％の減収となりました。

また、セグメント利益（売上総利益）は1,253百万円と前年同期に比べ17.6％の減益となりました。

②コンサルティングセグメント

　コンサルティングセグメントは、ダム関連および防災関連等の機器設置および計測業務が堅調に推移し、売上高

は385百万円と前年同期に比べ2.5％の増収となりました。また、セグメント利益（売上総利益）は142百万円と前年

同期に比べ0.4％の減益となりました。

　a.セグメント別受注状況

(単位：千円)

項目

前第１四半期連結累計期間
自 2019年１月１日
至 2019年３月31日

当第１四半期連結累計期間
自 2020年１月１日
至 2020年３月31日

比較増減

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

計測機器 3,788,903 4,168,335 3,732,809 3,610,042 △56,094 △558,293

コンサルティング 311,125 285,718 284,226 206,948 △26,899 △78,770

合計 4,100,028 4,454,053 4,017,035 3,816,990 △82,993 △637,063

　(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　b.セグメント別売上状況

(単位：千円)

項目

前第１四半期連結累計期間
自 2019年１月１日
至 2019年３月31日

当第１四半期連結累計期間
自 2020年１月１日
至 2020年３月31日

比較増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

計測機器 3,696,179 90.8％ 3,587,737 90.3％ △108,441 △2.9％

コンサルティング 376,097 9.2％ 385,313 9.7％ 9,215 2.5％

合計 4,072,276 100.0％ 3,973,050 100.0％ △99,226 △2.4％

　(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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（２）財政状態に関する説明

(資産の部)

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は23,726百万円となり、前連結会計年度末に比べ209百万円の減少となり

ました。

流動資産は16,039百万円となり、前連結会計年度末に比べ217百万円の減少となりました。その主な要因は、有価

証券が300百万円、たな卸資産が159百万円それぞれ増加した一方で、受取手形及び売掛金が730百万円減少したこと

によるものであります。

固定資産は7,686百万円となり、前連結会計年度末に比べ7百万円の増加となりました。その主な要因は、有形固

定資産が96百万円増加した一方で、投資その他の資産が84百万円減少したことによるものであります。

(負債の部)

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は7,761百万円となり、前連結会計年度末に比べ170百万円の増加となり

ました。

流動負債は5,588百万円となり、前連結会計年度末に比べ112百万円の増加となりました。その主な要因は、支払

手形及び買掛金が118百万円、賞与引当金が317百万円それぞれ増加した一方で、流動負債のその他に含まれる未払

消費税等が181百万円、未払金が147百万円それぞれ減少したことによるものであります。

固定負債は2,172百万円となり、前連結会計年度末に比べ58百万円の増加となりました。その主な要因は、退職給

付に係る負債が18百万円、固定負債のその他に含まれる繰延税金負債が57百万円それぞれ増加した一方で、長期借

入金が12百万円減少したことによるものであります。

(純資産の部)

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は15,964百万円となり、前連結会計年度末に比べ380百万円の減少とな

りました。その主な要因は、利益剰余金が配当により331百万円減少しましたが、親会社株主に帰属する四半期純利

益の増加237百万円により、差し引きで94百万円、その他有価証券評価差額金が265百万円それぞれ減少したことに

よるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、現時点において2020年２月７日の決算短信にて公表いたしました第２四半期連結累計期

間および通期の連結業績予想を変更しておりません。なお、当第１四半期連結累計期間においては、想定をやや下回

る状況で推移しておりますが、今後、新型コロナウイルス感染拡大により、取引先において生産活動の大幅な縮小や

投資の凍結等が懸念され、当社グループの経営成績及び財務状況に大きな影響を及ぼす可能性が予想されます。その

影響については、現時点においては合理的に予想することが困難な状況あるため、今後業績予想に変更が生じた場合

には速やかに開示いたします。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,304,297 6,369,336

受取手形及び売掛金 5,876,981 5,146,319

有価証券 200,000 500,000

商品及び製品 1,025,121 1,047,716

仕掛品 1,315,869 1,437,828

未成工事支出金 47,744 20,636

原材料及び貯蔵品 1,349,319 1,391,053

その他 142,914 131,577

貸倒引当金 △5,630 △4,975

流動資産合計 16,256,617 16,039,492

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,365,364 2,316,700

その他（純額） 2,602,068 2,747,526

有形固定資産合計 4,967,432 5,064,227

無形固定資産 135,330 130,025

投資その他の資産

その他 2,576,728 2,492,459

貸倒引当金 △145 △144

投資その他の資産合計 2,576,582 2,492,315

固定資産合計 7,679,345 7,686,568

資産合計 23,935,963 23,726,061

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,637,782 1,756,652

短期借入金 1,600,000 1,600,000

1年内返済予定の長期借入金 240,200 239,200

未払法人税等 202,860 180,904

賞与引当金 181,434 499,212

役員賞与引当金 30,850 1,443

その他 1,583,712 1,311,477

流動負債合計 5,476,839 5,588,890

固定負債

長期借入金 212,400 200,000

役員退職慰労引当金 131,000 132,683

執行役員退職慰労引当金 20,770 19,435

退職給付に係る負債 1,663,493 1,681,747

資産除去債務 13,414 13,481

その他 72,886 125,137

固定負債合計 2,113,964 2,172,485

負債合計 7,590,803 7,761,375
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,723,992 1,723,992

資本剰余金 1,854,080 1,854,080

利益剰余金 12,106,697 12,012,325

自己株式 △158,559 △158,559

株主資本合計 15,526,211 15,431,838

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 521,803 256,802

為替換算調整勘定 49,166 36,092

退職給付に係る調整累計額 160,361 153,623

その他の包括利益累計額合計 731,331 446,517

非支配株主持分 87,615 86,328

純資産合計 16,345,159 15,964,685

負債純資産合計 23,935,963 23,726,061
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年１月１日
　至 2019年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

売上高 4,072,276 3,973,050

売上原価 2,406,723 2,576,202

売上総利益 1,665,553 1,396,847

販売費及び一般管理費 1,064,867 1,057,769

営業利益 600,685 339,078

営業外収益

受取利息 2,477 2,105

補助金収入 7,966 5,284

為替差益 9,720 －

その他 4,584 5,831

営業外収益合計 24,750 13,221

営業外費用

支払利息 4,181 3,255

為替差損 － 9,227

その他 1,370 1,404

営業外費用合計 5,552 13,886

経常利益 619,883 338,413

特別利益

固定資産受贈益 － 16,525

特別利益合計 － 16,525

税金等調整前四半期純利益 619,883 354,939

法人税、住民税及び事業税 218,045 201,085

法人税等調整額 △53,399 △89,566

法人税等合計 164,646 111,518

四半期純利益 455,237 243,420

非支配株主に帰属する四半期純利益 12,809 5,969

親会社株主に帰属する四半期純利益 442,427 237,451
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年１月１日
　至 2019年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

四半期純利益 455,237 243,420

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 41,465 △265,001

為替換算調整勘定 8,140 △20,330

退職給付に係る調整額 △5,082 △6,738

その他の包括利益合計 44,523 △292,070

四半期包括利益 499,761 △48,649

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 485,076 △47,362

非支配株主に係る四半期包括利益 14,684 △1,286
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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）

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。
　

（セグメント情報等）

　Ⅰ．前第１四半期連結累計期間(自 2019年１月１日 至 2019年３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

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額計測機器

コンサル
ティング

計

売上高

外部顧客への売上高 3,696,179 376,097 4,072,276 ― 4,072,276

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,696,179 376,097 4,072,276 ― 4,072,276

セグメント利益 1,522,064 143,488 1,665,553 ― 1,665,553

　 (注)セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の売上総利益の金額と一致しております。
　
　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。
　
　Ⅱ．当第１四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年３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

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額計測機器

コンサル
ティング

計

売上高

外部顧客への売上高 3,587,737 385,313 3,973,050 ― 3,973,050

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,587,737 385,313 3,973,050 ― 3,973,050

セグメント利益 1,253,950 142,896 1,396,847 ― 1,396,847

　 (注)セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の売上総利益の金額と一致しております。
　
　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。
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