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1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年9月30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 ％

30年3月期第2四半期 13,702 24.7 2,242 30.6 2,411 51.1 1,554 32.9

29年3月期第2四半期 10,989 △0.2 1,716 △5.0 1,596 △18.6 1,170 △15.6

（注）包括利益 30年3月期第2四半期　　2,061百万円 （144.6％） 29年3月期第2四半期　　842百万円 （△30.0％）

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

30年3月期第2四半期 66.94 ―

29年3月期第2四半期 50.33 ―

(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

30年3月期第2四半期 50,919 40,938 78.5 1,718.28

29年3月期 48,519 39,148 78.7 1,645.41

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 39,956百万円 29年3月期 38,187百万円

※当第2四半期連結会計期間において、平成29年3月期第4四半期に行われた企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、平成29年3月期連結財
務諸表について暫定的な会計処理の確定の内容を反映させています。

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

29年3月期 ― 11.00 ― 13.00 24.00

30年3月期 ― 12.00

30年3月期（予想） ― 12.00 24.00

（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. 平成30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

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

通期 27,000 15.6 4,800 20.0 4,700 12.6 3,600 △12.8 154.90

（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） 30年3月期2Q 23,661,000 株 29年3月期 23,661,000 株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 407,232 株 29年3月期 452,731 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 23,227,759 株 29年3月期2Q 23,246,447 株

※四半期決算短信は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

　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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、（添付資
料）3ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。
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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２四半期連結累計期間における世界経済は、北朝鮮情勢の緊迫化といった地政学リスクや米国の政治動向、

中国の景気失速懸念などの不透明な材料は依然として存在するものの、足元は緩やかな回復基調で推移しておりま

す。

わが国経済においても、好調な企業業績や堅調な雇用・所得情勢によって景気は緩やかな回復基調が続いており、

輸出や生産の好調を受けた設備投資の拡大や公共投資の増加、底堅い個人消費などに支えられ、しばらくは堅調に

推移するものとみられます。

当社グループの属する産業防災保安機器業界におきましても、引き続き厳しい企業間競争の状況は続いておりま

すが、主要顧客の設備投資に対する持ち直しや安全への意識の高まりなどにより、需要は堅調に推移いたしました。

このような情勢のなかで、当社グループは、生産の合理化による原価低減、徹底した経費の削減、積極的な営業

活動の展開、新製品開発への積極的投資、品質管理体制及びサービス体制の充実に取り組んで参りました。また、

国内需要の大幅な伸びは期待できない状況のなかで、海外シェアをより一層拡大していくための施策として、従来

は持分法適用関連会社であった米国関係会社RKI Instruments,Inc.の株式を前連結会計年度末に追加取得し、子会

社化いたしました。

これらの諸施策の結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は137億２百万円（前年同四半期比24.7％増）、

連結営業利益は22億４千２百万円（前年同四半期比30.6％増）、連結経常利益は24億１千１百万円（前年同四半期

比51.1％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は15億５千４百万円（前年同四半期比32.9％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末と比較して24億円増加し、509億１千９百

万円（前連結会計年度末比4.9％増）となりました。流動資産につきましては、前連結会計年度末と比較して７億７

千２百万円増加し、286億４千８百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が７億６千７百万円増加し

たこと等によるものであります。固定資産につきましては、前連結会計年度末と比較して16億２千８百万円増加し、

222億７千万円となりました。これは主に、本社新社屋の完成等により建物及び構築物が26億１千５百万円増加し建

設仮勘定が19億９千７百万減少したこと及び投資有価証券が８億６千２百万円増加したこと等によるものでありま

す。

当第２四半期連結会計期間末の負債につきましては、前連結会計年度末と比較して６億１千万円増加し、99億８

千１百万円（前連結会計年度末比6.5％増）となりました。流動負債につきましては、前連結会計年度末と比較して

６億７千９百万円増加し、76億６千４百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が９億６千万円増加

したこと等によるものであります。固定負債につきましては、前連結会計年度末と比較して６千８百万円減少し、

23億１千６百万円となりました。これは主に、長期借入金が１億７千４百万円減少したこと等によるものでありま

す。

当第２四半期連結会計期間末の純資産につきましては、前連結会計年度末と比較して17億８千９百万円増加し、

409億３千８百万円（前連結会計年度末比4.6％増）となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利

益15億５千４百万円を計上した一方、剰余金の配当が３億２百万円あった結果、利益剰余金が12億５千２百万円増

加したこと及びその他有価証券評価差額金が５億１千８百万円増加したこと等によるものであります。
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② キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して１億９千７百万円増

加し、105億８千万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を23億３千８百万円、仕入債務の増加額を９

億６千７百万円、減価償却費を４億６千２百万円計上した一方で、売上債権の増加額を８億８千１百万円計上した

こと、法人税等の支払額が５億９千４百万円であったこと等により、16億４百万円と前年同四半期連結累計期間と

比較して収入が３億４百万円の減少となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入10億円、定期預金の払戻による収入６億１千

３百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出11億３千８百万円、有価証券の取得による支出５億２千

４百万円、定期預金の預入による支出４億６千６百万円があったこと等により、△７億６千６百万円と前年同四半

期連結累計期間と比較して支出が５億６百万円の減少となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額３億１百万円、長期借入金の返済による支出１億９千４

百万円があったこと等により、△６億８百万円と前年同四半期連結累計期間と比較して支出が１千万円の増加とな

りました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成29年５月11日の決算短信で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はあ

りません。
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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
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,823,354 5,580,866

受取手形及び売掛金 7,927,023 8,694,028

電子記録債権 1,837,309 1,939,403

有価証券 7,928,178 7,767,396

商品及び製品 2,052,685 1,966,601

仕掛品 1,098,272 1,208,452

原材料及び貯蔵品 328,447 438,945

その他 886,516 1,062,211

貸倒引当金 △5,114 △8,937

流動資産合計 27,876,672 28,648,967

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,154,496 7,770,421

機械装置及び運搬具（純額） 216,884 208,378

土地 4,096,461 4,287,238

建設仮勘定 2,040,323 42,963

その他（純額） 816,337 850,655

有形固定資産合計 12,324,504 13,159,657

無形固定資産

のれん 1,106,997 1,022,571

顧客関連資産 862,858 791,323

その他 449,170 495,213

無形固定資産合計 2,419,027 2,309,108

投資その他の資産

投資有価証券 3,953,691 4,816,354

退職給付に係る資産 731,785 759,067

その他 1,217,667 1,233,089

貸倒引当金 △4,193 △6,623

投資その他の資産合計 5,898,950 6,801,888

固定資産合計 20,642,481 22,270,654

資産合計 48,519,154 50,919,621
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,148,012 3,108,835

短期借入金 945,000 925,000

1年内償還予定の社債 400,000 400,000

未払法人税等 559,142 749,364

賞与引当金 856,672 879,192

製品保証引当金 120,119 120,119

受注損失引当金 44,261 862

その他 1,912,261 1,481,595

流動負債合計 6,985,469 7,664,969

固定負債

長期借入金 850,580 676,460

資産除去債務 2,254 2,254

その他 1,532,498 1,637,621

固定負債合計 2,385,333 2,316,335

負債合計 9,370,803 9,981,305

純資産の部

株主資本

資本金 2,565,500 2,565,500

資本剰余金 2,826,219 2,826,219

利益剰余金 31,565,262 32,817,851

自己株式 △268,999 △238,111

株主資本合計 36,687,981 37,971,459

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,380,726 1,899,654

為替換算調整勘定 118,417 85,367

その他の包括利益累計額合計 1,499,143 1,985,022

非支配株主持分 961,225 981,835

純資産合計 39,148,351 40,938,316

負債純資産合計 48,519,154 50,919,621

決算短信（宝印刷） 2017年11月08日 09時19分 5ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



理研計器株式会社(7734) 平成30年３月期 第２四半期決算短信

6

（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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 10,989,837 13,702,764

売上原価 6,065,047 7,440,790

売上総利益 4,924,790 6,261,974

販売費及び一般管理費 3,208,209 4,019,329

営業利益 1,716,580 2,242,644

営業外収益

受取利息 8,667 11,132

受取配当金 34,400 39,413

為替差益 － 76,101

持分法による投資利益 82,638 26,701

受取保険金及び配当金 28,939 10,249

雑収入 21,926 22,969

営業外収益合計 176,571 186,568

営業外費用

支払利息 16,757 15,121

為替差損 278,506 －

固定資産除却損 377 2,052

雑損失 1,384 280

営業外費用合計 297,026 17,453

経常利益 1,596,126 2,411,760

特別利益

固定資産売却益 9,371 －

退職給付制度改定益 8,375 －

特別利益合計 17,747 －

特別損失

固定資産売却損 129 －

減損損失 － 39,872

災害による損失 4,501 －

関係会社株式売却損 － 33,613

特別損失合計 4,630 73,486

税金等調整前四半期純利益 1,609,243 2,338,273

法人税、住民税及び事業税 327,026 794,041

法人税等調整額 112,163 △59,828

法人税等合計 439,190 734,213

四半期純利益 1,170,053 1,604,060

非支配株主に帰属する四半期純利益 － 49,171

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,170,053 1,554,889
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 1,170,053 1,604,060

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △20,393 525,024

為替換算調整勘定 △203,092 △88,691

持分法適用会社に対する持分相当額 △103,841 20,983

その他の包括利益合計 △327,328 457,316

四半期包括利益 842,725 2,061,377

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 842,725 2,040,767

非支配株主に係る四半期包括利益 － 20,609
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,609,243 2,338,273

減価償却費 398,864 462,935

のれん償却額 － 60,147

減損損失 － 39,872

貸倒引当金の増減額（△は減少） 120 6,186

賞与引当金の増減額（△は減少） 25,184 22,519

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △49,212 △27,282

受注損失引当金の増減額（△は減少） 1,527 △43,399

受取利息及び受取配当金 △43,067 △50,546

受取保険金 △28,939 △10,249

支払利息 16,757 15,121

為替差損益（△は益） 319,103 15,700

持分法による投資損益（△は益） △82,638 △26,701

関係会社株式売却損益（△は益） － 33,613

固定資産売却損益（△は益） △9,242 －

固定資産除却損 377 2,052

退職給付制度改定益 △8,375 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,317,357 △881,520

たな卸資産の増減額（△は増加） △141,952 △159,927

仕入債務の増減額（△は減少） △355,093 967,676

未払消費税等の増減額（△は減少） △393,444 △231,073

その他 △195,749 △403,253

小計 2,380,821 2,130,146

利息及び配当金の受取額 43,411 50,890

利息の支払額 △16,757 △15,121

保険金の受取額 71,528 33,125

法人税等の支払額 △569,847 △594,857

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,909,155 1,604,184
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △500,000 △524,000

有価証券の償還による収入 600,000 1,000,000

定期預金の預入による支出 △571,150 △466,050

定期預金の払戻による収入 356,310 613,650

有形固定資産の取得による支出 △1,129,925 △1,138,384

有形固定資産の売却による収入 54,574 －

無形固定資産の取得による支出 △80,781 △87,797

投資有価証券の取得による支出 △1,691 △103,049

子会社株式の取得による支出 － △50,598

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △72,082

関係会社株式の売却による収入 － 61,995

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,272,665 △766,315

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △199,120 △194,120

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △119,695 △112,650

自己株式の純増減額（△は増加） △97 △181

配当金の支払額 △278,352 △301,252

財務活動によるキャッシュ・フロー △597,264 △608,204

現金及び現金同等物に係る換算差額 △383,918 △32,476

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △344,691 197,187

現金及び現金同等物の期首残高 8,797,170 10,383,290

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,452,478 10,580,478
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（４）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。

（企業結合等関係）

（企業結合に係る暫定的な処理の確定）

平成29年３月31日に行われたRKI Instruments,Inc.との企業結合について前連結会計年度において暫定的な

会計処理を行っておりましたが、当第２四半期連結会計期間に確定しております。

この暫定的な会計処理の確定に伴い、当第２四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に含まれる比較情報

において取得原価の当初配分額に重要な見直しが反映されております。

この結果、暫定的に算定されたのれんの金額1,367,527千円は、会計処理の確定により260,529千円減少し、

1,106,997千円となっております。また、のれんの減少は、顧客関連資産が862,858千円、繰延税金負債が

351,614千円、非支配株主持分が250,713千円それぞれ増加したことによるものであります。
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