
  

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：  
  
  

 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：  
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（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 四半期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

25年３月期第１四半期  75,044  7.2  2,887  459.6  2,271  －  4,059  －

24年３月期第１四半期  69,971  5.7  515  －  △510  －  △2,519  －

（注）包括利益 25年３月期第１四半期 △473百万円 （ ％） － 24年３月期第１四半期 △3,353百万円 （ ％）－

  
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 

25年３月期第１四半期  15.76  －

24年３月期第１四半期  △9.78  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第１四半期  353,486  147,772  40.7

24年３月期  359,500  149,574  40.5

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 143,921百万円   24年３月期 145,691百万円 

  
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
24年３月期  － 0.00 －  5.00 5.00
25年３月期  －  
25年３月期（予想）  5.00 －  5.00 10.00

無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３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 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）  164,000  4.0  7,500  10.0  5,500  30.4  5,500  657.0  21.36

通期  347,000  3.7  20,000  20.5  17,000  21.1  13,500  126.8  52.42

有



※  注記事項 

  

 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：  

  

（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 ：  

  ② ①以外の会計方針の変更        ：  

  ③ 会計上の見積りの変更          ：  

  ④ 修正再表示               ：  
    
  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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

無

無

無

無

無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期１Ｑ 268,624,510株 24年３月期 268,624,510株

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 11,078,537株 24年３月期 11,078,187株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 257,546,013株 24年３月期１Ｑ 257,552,716株

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外です。なお、この四半期決算短信の

開示時点において、金融商品取引法上に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しています。

 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係わる

本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる可能性が

あります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、〔添付資料〕

３、４ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年６月30日）における世界経済は、長引く欧州金融不安や

中国やインドなど新興国の経済成長の減速などの懸念材料により、依然として先行き不透明な状況が続きました。

日本経済も、東日本大震災の影響による停滞を脱し、景気は復調の兆しを見せているものの、世界経済の先行き

不透明感や、円高・株安の長期化、電力の安定供給への懸念などを背景に、回復は緩やかなものとなりました。 

このような事業環境の中、当社グループは昨年11月に策定した中期経営計画“Evolution 2015”に基づき、エネル

ギー関連投資の拡大を背景に堅調に推移している制御事業を中心に、ビジネス拡大に向けた積極的な事業活動を展開

しました。その結果、売上高、営業利益とも前年同期と比較し増加しました。 

当第１四半期連結累計期間における当社グループの連結売上高は750億44百万円（前年同期比 50億72百万円増）と

なり、営業利益は28億87百万円（前年同期比 23億71百万円増）となりました。 

経常利益は、支払利息５億47百万円及び為替差損３億70百万円等の営業外費用を計上したものの、営業利益の増加

に伴い22億71百万円（前年同期は、経常損失 ５億10百万円)となり、四半期純利益は、遊休資産の売却に関する特別

利益37億47百万円の計上等により40億59百万円（前年同期は、四半期純損失 25億19百万円）となりました。 
  

セグメント別の概況は以下のとおりです。 

 制御事業 

制御事業は、日本市場では厳しい状況が続いたものの、海外市場ではLNG関連の大口受注を獲得するなど、前期に

引き続き新興国・資源国を中心とするエネルギー関連市場での需要が堅調に推移しました。これらの結果、長期化

している円高の影響を受けながらも、同事業の売上高、営業利益は、前年同期と比べ増加しました。 

当第１四半期連結累計期間における同事業の売上高は641億67百万円（前年同期比 58億26百万円増）、営業利益は

34億21百万円（前年同期比 20億44百万円増）となりました。 
  
計測機器事業 

計測機器事業は、測定器ビジネスにおける中国や欧米など海外市場での需要減速や、フォトニクスビジネスからの

撤退及び半導体テスタビジネスの終息に関する意思決定などの影響を受け、同事業の売上高は前年同期と比べ減少し

ました。一方、営業損益は、主にこれまで実施してきた構造改革による固定費及び研究開発費の減少により、損失が

減少しました。 

当第１四半期連結累計期間における同事業の売上高は66億19百万円（前年同期比 11億86百万円減）、営業損失は

２億71百万円（前年同期比 ２億21百万円損失減）となりました。 
  

その他事業 

当第１四半期連結累計期間におけるその他事業の売上高は42億57百万円（前年同期比 ４億32百万円増）、営業

損失は２億62百万円（前年同期比 １億８百万円損失減）となりました。 
  
（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の資産、負債及び純資産は、前連結会計年度末との比較において、以下のとおりと

なりました。 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は3,534億86百万円となり、前連結会計年度末に比べ60億14百万円減少しま

した。現金及び預金が49億38百万円、たな卸資産が31億26百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が81億39百万

円、有形固定資産が31億59百万円減少したことが主な要因です。 

負債合計は2,057億14百万円となり、前連結会計年度末に比べ42億12百万円減少しました。未払金が126億26百万円

増加しましたが、支払手形及び買掛金が40億円43百万円、短期借入金が34億円83百万円、賞与引当金が108億９百万

円減少したことが主な要因です。 

純資産は1,477億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億２百万円減少しました。利益剰余金が27億77百万

円増加しましたが、円高の影響により、為替換算調整勘定が36億85百万円減少したことが主な要因です。 
  

②キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ57億12百万円増加し、591億

42百万円となりました。なお、当第１四半期連結累計期間の各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりです。 
  
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結累計期間の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51億85百万円に

対し、プラス要因である売上債権の減少72億36百万円、未払金の増加133億87百万円等と、マイナス要因である賞与

引当金の減少106億39百万円、たな卸資産の増加45億87百万円等の結果、93億79百万円の収入（前年同期比 54億58百

万円の収入減）となりました。 
  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による16億０百万円、
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無形固定資産の取得による11億87百万円の支出、有形固定資産の売却による41億55百万円の収入等の結果、24億51百

万円の収入（前年同期は、23億51百万円の支出）となりました。 
  
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金22億95百万円の返済、配当金12億

23百万円の支払等により、43億86百万円の支出（前年同期は、８億74百万円の収入）となりました。 
  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年５月11日に公表した平成25年３月期通期連結業績予想を以下のとおり修正しました。 

通期売上高予想を80億円上方修正しました。これは、制御事業の通期売上高予想を110億円上方修正した一方で、

計測機器事業の通期売上高予想を30億円下方修正したことによるものです。 

また、通期営業利益予想を10億円上方修正しました。これは制御事業の通期営業利益予想を10億円上方修正した

ことによるものです。これに伴い、経常利益予想を10億円、当期純利益予想を5億円それぞれ上方修正しました。 

平成24年５月11日に発表した連結業績予想との差異は以下のとおりです。 
  

平成25年３月期 第２四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正 

（平成24年４月１日～平成24年９月30日） 

（注）連結業績予想の為替レートは、１米ドル=79円、１ユーロ=100円を前提としています。  
  

平成25年３月期 通期連結業績予想数値の修正 

（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

（注）連結業績予想の為替レートは、１米ドル=79円、１ユーロ=100円を前提としています。 
  

セグメント別には、制御事業では、新興国・資源国のエネルギー関連市場を中心に海外市場が想定よりも堅調に

推移していること、および大口受注が当初想定よりも上期に前倒し計上できる見通しであることから、上期受注を

140億円上方修正し、下期受注を60億円下方修正した結果、通期で80億円の上方修正といたしました。売上高予想に

ついては、好調な受注状況を踏まえ、上期50億円、下期60億円それぞれ上方修正し、通期で110億円の上方修正と

しています。なお、営業利益予想については、上期の予想は据え置いたものの、下期の予想を10億円上方修正し、

通期で10億円の上方修正としています。 

一方、計測機器事業については、中国や欧米など海外市場での需要減速などの影響により測定器ビジネスの受注高

予想を上期10億円、下期10億円それぞれ下方修正し、通期で20億円下方修正しています。また、同ビジネスの売上高

予想も上期20億円、下期10億円それぞれ下方修正し、通期で30億円下方修正しています。同事業の営業利益予想に

ついては、測定器ビジネスの営業利益予想を５億円下方修正したものの、半導体テスタビジネスの第１四半期連結

累計期間の実績に鑑み同ビジネスの上期の営業利益予想を5億円上方修正した結果、通期ではすでに公表している

予想値から修正はありません。 

その他事業につきましては、すでに公表している予想値から修正はありません。 

  
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 

  

前回発表予想（A） 

百万円 

161,000 

百万円 

7,000 

百万円 

5,000 

百万円 

6,000 

円 銭 

23.30 

今回発表予想（B） 164,000 7,500 5,500 5,500 21.36

増減額（B）-（A） 3,000 500 500 △500 △1.94

増減率（％） 1.9 7.1 10.0 △8.3 －

(参考)前期実績 

(平成24年３月期第２四半期) 
157,751 6,816 4,216 726 2.82 

  
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 

  

前回発表予想（A） 

百万円 

339,000 

百万円 

19,000 

百万円 

16,000 

百万円 

13,000 

円 銭 

50.48 

今回発表予想（B） 347,000 20,000 17,000 13,500 52.42

増減額（B）-（A） 8,000 1,000 1,000 500 1.94

増減率（％） 2.4 5.3 6.3 3.8 －

(参考)前期実績 

(平成24年３月期) 
334,668 16,601 14,037 5,952 23.11 
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（参考）セグメント別 連結業績予想 

受注高（第２四半期連結累計期間）                             （単位：百万円） 

  
売上高（第２四半期連結累計期間）                             （単位：百万円） 

  
営業利益（第２四半期連結累計期間）                            （単位：百万円） 

  

受注高（通期）                                              （単位：百万円）

  
売上高（通期）                                              （単位：百万円）

  
営業利益（通期）                                             （単位：百万円）

  

＜業績予想のご利用にあたっての注意事項＞ 

上記業績予想は、当社が現時点で合理的と判断した一定の前提に基づいたもので、実際の業績は予想と異なること

があり得ます。 

 業績の変動要因となり得る主なものは以下のとおりです。 

 ・米ドル、ユーロ、アジア通貨、中東通貨を中心とした為替相場の変動 

 ・主要市場における経済情勢の急変 

 ・貿易規制などのビジネス環境の変化 

 ・市場における製品需給の急激な変動 

 ・日本の株式相場の変動 

 ・自社特許の保護及び他社特許の利用の確保 

 ・製品開発等における他社との提携関係 

 ・地震、洪水、津波などの自然災害の発生 

  前回発表予想（5/11） 今回発表予想 増減 

制御事業 146,000 160,000 14,000 

計測機器事業 16,000 15,000 △1,000 

その他事業 8,000 8,000 0 

合計 170,000 183,000 13,000 

  前回発表予想（5/11） 今回発表予想 増減 

制御事業 135,000 140,000 5,000 

計測機器事業 16,000 14,000 △2,000 

その他事業 10,000 10,000 0 

合計 161,000 164,000 3,000 

  前回発表予想（5/11） 今回発表予想 増減 

制御事業 9,000 9,000 0 

計測機器事業 △2,000 △1,500 500 

その他事業 0 0 0 

合計 7,000 7,500 500 

  前回発表予想（5/11） 今回発表予想 増減 

制御事業 296,000 304,000 8,000 

計測機器事業 33,000 31,000 △2,000 

その他事業 21,000 21,000 0 

合計 350,000 356,000 6,000 

  前回発表予想（5/11） 今回発表予想 増減 

制御事業 283,000 294,000 11,000 

計測機器事業 33,000 30,000 △3,000 

その他事業 23,000 23,000 0 

合計 339,000 347,000 8,000 

  前回発表予想（5/11） 今回発表予想 増減 

制御事業 21,500 22,500 1,000 

計測機器事業 △3,000 △3,000 0 

その他事業 500 500 0 

合計 19,000 20,000 1,000 
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  該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 54,624 59,562

受取手形及び売掛金 110,540 102,401

商品及び製品 14,699 14,907

仕掛品 7,993 10,212

原材料及び貯蔵品 12,665 13,365

その他 14,025 12,923

貸倒引当金 △3,247 △3,041

流動資産合計 211,302 210,331

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 46,167 44,213

その他（純額） 31,993 30,787

有形固定資産合計 78,160 75,001

無形固定資産   

ソフトウエア 23,349 22,571

その他 4,909 5,227

無形固定資産合計 28,258 27,798

投資その他の資産   

投資有価証券 31,849 30,746

その他 10,493 10,155

貸倒引当金 △563 △546

投資その他の資産合計 41,779 40,355

固定資産合計 148,198 143,155

資産合計 359,500 353,486

横河電機㈱ (6841) 平成25年3月期 第1四半期決算短信

- 6 -



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 30,658 26,615

短期借入金 14,605 11,121

未払法人税等 3,307 2,985

賞与引当金 14,970 4,160

未払金 8,070 20,697

その他 43,004 45,137

流動負債合計 114,616 110,717

固定負債   

長期借入金 88,655 88,555

退職給付引当金 2,441 2,445

その他 4,213 3,995

固定負債合計 95,310 94,996

負債合計 209,926 205,714

純資産の部   

株主資本   

資本金 43,401 43,401

資本剰余金 50,344 50,344

利益剰余金 79,002 81,779

自己株式 △11,005 △11,005

株主資本合計 161,741 164,519

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,483 1,567

繰延ヘッジ損益 9 39

年金負債調整額 △677 △654

為替換算調整勘定 △17,865 △21,550

その他の包括利益累計額合計 △16,050 △20,597

少数株主持分 3,882 3,850

純資産合計 149,574 147,772

負債純資産合計 359,500 353,486
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 69,971 75,044

売上原価 41,379 42,906

売上総利益 28,592 32,138

販売費及び一般管理費 28,076 29,250

営業利益 515 2,887

営業外収益   

受取利息 83 70

受取配当金 310 260

持分法による投資利益 145 160

その他 201 187

営業外収益合計 741 679

営業外費用   

支払利息 666 547

為替差損 255 370

その他 845 377

営業外費用合計 1,767 1,295

経常利益又は経常損失（△） △510 2,271

特別利益   

固定資産売却益 90 3,755

投資有価証券売却益 0 －

特別利益合計 91 3,755

特別損失   

固定資産売却損 1 0

固定資産除却損 28 9

減損損失 5 804

投資有価証券評価損 － 26

事業構造改善費用 707 －

特別損失合計 742 841

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,161 5,185

法人税、住民税及び事業税 1,466 1,560

法人税等調整額 △212 △572

法人税等合計 1,254 987

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△2,416 4,197

少数株主利益 103 137

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,519 4,059
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△2,416 4,197

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △101 △931

繰延ヘッジ損益 △19 30

年金負債調整額 10 23

為替換算調整勘定 △822 △3,778

持分法適用会社に対する持分相当額 △5 △14

その他の包括利益合計 △937 △4,670

四半期包括利益 △3,353 △473

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △3,408 △487

少数株主に係る四半期包括利益 55 14
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△1,161 5,185

減価償却費 2,901 3,316

貸倒引当金の増減額（△は減少） △96 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,866 △10,639

売上債権の増減額（△は増加） 18,353 7,236

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,299 △4,587

仕入債務の増減額（△は減少） △2,495 △2,885

未払金の増減額（△は減少） 11,686 13,387

その他 △2,046 △9

小計 15,975 11,002

利息及び配当金の受取額 1,448 1,181

利息の支払額 △274 △925

特別退職金等の支払額 △77 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,233 △1,879

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,838 9,379

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,224 △977

定期預金の払戻による収入 901 1,695

有形固定資産の取得による支出 △1,860 △1,600

有形固定資産の売却による収入 537 4,155

無形固定資産の取得による支出 △1,146 △1,187

その他 439 366

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,351 2,451

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 925 △806

長期借入金の返済による支出 － △2,295

配当金の支払額 △0 △1,223

その他 △50 △61

財務活動によるキャッシュ・フロー 874 △4,386

現金及び現金同等物に係る換算差額 △456 △1,732

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 12,904 5,712

現金及び現金同等物の期首残高 57,334 53,429

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△0 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 70,239 59,142
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該当事項はありません。  

   

該当事項はありません。 

   

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：百万円）

   

（参考）地域ごとの売上高 

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しています。 

   

（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

（６）セグメント情報等

   

前第１四半期 

連結累計期間  

(自 平成23年４月１日 

  至 平成23年６月30日)

当第１四半期 

連結累計期間  

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

対前年同期比 

制御事業  

外部顧客への売上高 58,341 64,167 5,826

営業利益 1,377 3,421 2,044

計測機器事業 
外部顧客への売上高 7,805 6,619 △1,186

営業利益 △492 △271 221

その他事業 
外部顧客への売上高 3,825 4,257 432

営業利益 △370 △262 108

四半期連結 

損益計算書 

計上額  

外部顧客への売上高  69,971 75,044 5,072

営業利益 515 2,887 2,371

  

  

  

       前第１四半期連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

対前年同期比 

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 

  日本 23,473 33.6 25,715 34.3 2,242

  海外売上高 46,498 66.4 49,328 65.7 2,829

  アジア 21,251 30.4 20,848 27.8 △402

  欧州 6,819 9.7 5,975 8.0 △844

  北米 4,864 7.0 5,216 6.9 352

  中東 4,926 7.0 7,137 9.5 2,211

  その他 8,638 12.3 10,150 13.5 1,512

連結売上高 69,971 100.0 75,044 100.0 5,072
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平成24年８月10日

横河電機株式会社

平成25年３月期  第１四半期連結決算情報       

                                            （単位：百万円）

   

  受注高                                                                                 （単位：百万円）

  

 売上高                                                                                  （単位：百万円）

  

 営業利益                                                                                （単位：百万円）

  

＜参考資料＞

  H23/6 H24/6 対前年同期比 

金額 売上高比 金額 売上高比 金額 売上高比 

売 上 高 69,971 － 75,044 － 5,072 - 

営 業 利 益 515 0.7% 2,887 3.8% 2,371 3.1%

経 常 利 益 △510 △0.7% 2,271 3.0% 2,781 3.7% 

当 期 純 利 益 △2,519 △3.6% 4,059 5.4% 6,579 9.0% 

総 資 産 360,031 353,486 △6,544

純 資 産 141,857 147,772 5,914

自 己 資 本 当 期 純 利 益 率 △1.8% 2.8% 4.6%

1 株 当 た り 当 期 純 利 益 △9.78円 15.76円 25.54円 

設 備 投 資  2,700 2,705 4

減 価 償 却 費 2,901 3,316 414

研 究 開 発 費 6,318 6,253 △65

期 中 平 均 為 替 レ ー ト     

米ドル 81.23円 79.81円 △1.42円

ユーロ 118.29円 101.20円 △17.09円 

   H23/6  H24/6  H24/9 予想  H25/3 予想 

制 御 事 業 81,726  79,686 160,000 304,000 

計 測 機 器 事 業 8,663  7,107 15,000 31,000 

そ の 他 事 業 4,654  4,462 8,000 21,000 

合 計 95,043  91,257 183,000 356,000

   H23/6  H24/6  H24/9 予想  H25/3 予想 

制 御 事 業 58,341 64,167 140,000 294,000 

計 測 機 器 事 業 7,805 6,619 14,000 30,000 

そ の 他 事 業 3,825 4,257 10,000 23,000 

合 計 69,971 75,044 164,000 347,000

   H23/6  H24/6  H24/9 予想  H25/3 予想 

制 御 事 業 1,377 3,421 9,000 22,500 

計 測 機 器 事 業  △492 △271 △1,500 △3,000 

そ の 他 事 業  △370  △262 0 500

合 計 515 2,887 7,500 20,000
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