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(百万円未満切捨て)

１．2021年12月期第１四半期の連結業績（2021年１月１日～2021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 ％

2021年12月期第１四半期 2,696 △30.3 36 △87.9 97 △67.1 87 △54.9

2020年12月期第１四半期 3,866 △7.0 305 △53.8 297 △55.1 194 △57.6
(注) 包括利益 2021年12月期第１四半期 340百万円( －％) 2020年12月期第１四半期 △154百万円( －％)

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

2021年12月期第１四半期 7.81 7.66

2020年12月期第１四半期 17.36 17.11

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年12月期第１四半期 20,391 14,496 70.0

2020年12月期 20,807 14,211 67.3
(参考) 自己資本 2021年12月期第１四半期 14,264百万円 2020年12月期 14,005百万円

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

2020年12月期 － 5.00 － 5.00 10.00

2021年12月期 －

2021年12月期(予想) 5.00 － 5.00 10.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．2021年12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021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) 5,450 △20.7 30 － 40 － 35 － 3.12

通期 12,000 1.3 300 － 350 － 250 － 22.30
(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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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) 2021年12月期１Ｑ 12,200,000株 2020年12月期 12,200,000株

② 期末自己株式数 2021年12月期１Ｑ 990,182株 2020年12月期 990,082株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期１Ｑ 11,209,881株 2020年12月期１Ｑ 11,174,437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
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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。
　業績予想に関する事項は、添付資料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

　(事業環境)

当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、年明け間もなく発出されました新型コロナウイルス感染症による緊

急事態宣言が、当初予定期間を過ぎても解除されることなく、当第１四半期のほぼ全ての期間に渡って宣言が継続

となるなど、依然として厳しい状況が継続しておりました。そのようななか、輸出や輸入、および企業収益、設備

投資などで一部持ち直しの動きもみられましたが、個人消費が弱含みで推移していることや、感染者数増加への不

安、またワクチン接種の見通しが明確に示されないことなどもあり、全体として先行きに対する不透明感が強く残

るなかで推移いたしました。

　(受注高、売上高及び受注残高の状況)

このような事業環境のなか、当第１四半期連結累計期間では、半導体業界など一部業種にみえてきた明るい兆し

や、お客様の決算期末に向け、これまで抑制していた予算を執行するなどの動きがありました。しかしながら、主

力の自動車産業をはじめ多くの業種では、新型コロナウイルス感染症による先行きへの不透明感から、発注の先送

りの傾向は依然として継続いたしました。このような状況を受けまして、当第１四半期連結累計期間の受注高は、

2,418百万円（前年同期比14.1％減）となり、売上高は、前連結会計年度からの受注残高が大きく減少していたこと

から、2,696百万円（前年同期比30.3％減）となりました。これらの結果、当第１四半期連結累計期間末の受注残高

は、3,478百万円（前年同期比23.8％減）となりました。

　(損益の状況)

損益面では、業務効率の向上や、生産の省力化、自動化へ向けた取組みなどを継続して続けてきた結果、売上原

価率が51.7％（前年同期は52.9％）と改善することができました。販売費及び一般管理費は、昨年末にリリースの

新商品開発が一段落したことで試験研究費が大きく減少したほか、コロナ禍における出張の抑制、在宅勤務の増加

などを受けて旅費交通費が減少したこと、および全体の費用見直しを進めたことなどによりまして、前年同期に比

べ250百万円の減少となりました。これらの結果、営業利益は36百万円（前年同期比87.９％減)、経常利益は97百万

円（前年同期比67.１％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は87百万円（前年同期比54.９％減）となりまし

た。

なお、当社グループでは2019年度からの３ヶ年を第２期（「Challenge StageⅡ」）とする、中期経営計画を推進

しております。詳細につきましては、2019年１月29日公表の「中期経営計画の策定に関するお知らせ」をご参照く

ださい。（当社ホームページ https://www.onosokki.co.jp）

セグメント別の業績は、次の通りであります。

＜計測機器＞

「計測機器」は、依然として残っている先行きに対する不透明感から、発注の先送りの傾向が続くなど、全体と

して低調に推移致しました。しかしながら、主力であるデータ処理分野におきまして、昨年末にリリースを開始致

しました新商品が好調に推移したことや、回転速度分野、寸法変位分野でも前年を上回る受注を獲得できたことな

どもあり、回復の傾向もみられました。この結果、受注高は1,087百万円（前年同期比3.5％増）、売上高は1,069百

万円（前年同期比4.9％減）となりました。また、損益面では主力のデータ処理分野における新商品の開発が一段落

したことにより試験研究費が減少したことなど、費用を抑制する事ができたことで、セグメント利益は６百万円

（前年同期は41百万円のセグメント損失）となりました。

＜特注試験装置及びサービス＞

「特注試験装置およびサービス」は、「計測機器」同様に、先行きに対する不透明感から、発注の先送りや、投

資計画の見直し、または規模の縮小など、こちらも全体として低調に推移いたしました。そのようななか、納期内

にお客様へ納品するため、リモートによる作業支援を行うなど、緊急事態宣言下においても、でき得る限り滞りな

く調整作業を進める工夫を行うなどの取組みを行いました。しかしながら、期首の受注残高が大きく減少していた

ことなどを受けまして、受注高は1,328百万円（前年同期比24.6％減）、売上高は、1,624百万円（前年同期比40.7

％減）、セグメント利益は31百万円（前年同期比90.9％減）となりました。
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＜その他＞

「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、損害保険代理業務及び当社が所有する

土地・建物の管理業務、その他当社からの委託業務等を行っております。

当区分の売上高は37百万円（前年同期比0.6％減）、営業利益は５百万円（前年同期は0百万円の営業損失）とな

りました。なお、当区分の外部顧客に対する売上高は１百万円（前年同期比9.5％増）であります。

（参考）セグメント別の受注実績及び売上実績ならびに営業利益実績

　受注実績 （単位：百万円）

セグメントの名称
前第１四半期
連結累計期間

当第１四半期
連結累計期間

増減（金額） 増減(比率)(％)

計測機器 1,050 1,087 36 3.5

特注試験装置及びサービス 1,763 1,328 △434 △24.6

その他 37 37 △0 △0.6

（調整額）(注)１ △35 △35 0 －

合計 2,816 2,418 △397 △14.1

(注) １ (調整額)はセグメント間取引消去であります。

２ 上記金額は消費税等を含んでおりません。

　売上実績 （単位：百万円）

セグメントの名称
前第１四半期
連結累計期間

当第１四半期
連結累計期間

増減（金額） 増減(比率)(％)

計測機器 1,124 1,069 △54 △4.9

特注試験装置及びサービス 2,740 1,624 △1,115 △40.7

その他 37 37 △0 △0.6

(調整額）(注)１ △35 △35 0 －

合計 3,866 2,696 △1,169 △30.3

(注) １ (調整額)はセグメント間取引消去であります。

２ 上記金額は消費税等を含んでおりません。

　営業利益実績 （単位：百万円）

セグメントの名称
前第１四半期
連結累計期間

当第１四半期
連結累計期間

増減（金額） 増減(比率)(％)

計測機器 △41 6 47 －

特注試験装置及びサービス 347 31 △315 △90.9

その他 △0 5 5 －

（調整額）(注)１ △0 △6 △5 －

合計 305 36 △268 △87.9

(注) １ (調整額)はセグメント間取引消去であります。

　 ２ 上記金額は消費税等を含んでおりません。
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（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

　 (資産)

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は20,391百万円となり、前連結会計年度末に比べ416百万円減少し

ました。主な内訳は、現金及び預金の減少、売掛金の減少、仕掛品の増加、投資有価証券の時価評価による増加で

あります。

(負債)

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は5,895百万円となり、前連結会計年度末に比べ700百万円減少し

ました。主な内訳は、短期借入金の減少、１年内返済予定長期借入金の返済による減少、賞与引当金の増加、預り

金の減少であります。

(純資産)

当第１四半期連結会計期間末における純資産は14,496百万円となり、前連結会計年度末に比べ284百万円増加とな

りました。主な内訳は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による増加、投資有価証券の時価評価によるそ

の他有価証券評価差額金の増加であります。

② キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ566百万円減少(△19.9％)

し、2,276百万円となりました。

当第１四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下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、165百万円の収入(前年同期は1,111百万円の収入)となりました。主な内

訳は、税金等調整前四半期純利益97百万円、減価償却費201百万円、賞与引当金の増加額184百万円、未払消費税等

の減少額67百万円であります。

（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、34百万円の支出(前年同期は234百万円の支出)となりました。主な内訳

は、有形固定資産の取得による支出21百万円、無形固定資産の取得による支出５百万円であります。

（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、734百万円の支出(前年同期は789百万円の支出)となりました。主な内訳

は、短期借入金の減少額500百万円、長期借入金の返済による支出178百万円、配当金の支払額55百万円でありま

す。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　当第１四半期連結累計期間の業績は、期首受注残高が大きく減少していたことにより売上高が減少し、それに伴い減

益となりました。

　当第１四半期連結累計期間の損益は、2021年１月29日公表の第２四半期連結業績予想の金額を上回ってはおりますが、

業績予想については変更しておりません。

　なお、新型コロナウイルス感染症による影響は不確実性が高く、収束時期の遅れなど、今後の状況の変化により連結

業績予想を修正する必要が生じた場合には速やかに公表をいたします。
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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：百万円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,843 2,276

受取手形及び売掛金 2,118 2,086

商品及び製品 468 454

仕掛品 843 920

原材料及び貯蔵品 675 671

その他 156 189

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 7,102 6,592

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,706 3,649

土地 6,743 6,743

その他（純額） 819 768

有形固定資産合計 11,269 11,162

無形固定資産 389 333

投資その他の資産

投資有価証券 1,057 1,254

繰延税金資産 621 673

その他 368 375

投資その他の資産合計 2,046 2,303

固定資産合計 13,705 13,799

資産合計 20,807 20,391
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 249 275

短期借入金 2,400 1,900

1年内返済予定の長期借入金 414 264

未払法人税等 28 76

賞与引当金 60 245

その他 876 583

流動負債合計 4,029 3,344

固定負債

長期借入金 528 500

退職給付に係る負債 1,959 1,972

その他 78 78

固定負債合計 2,567 2,551

負債合計 6,596 5,895

純資産の部

株主資本

資本金 7,134 7,134

資本剰余金 1,800 1,800

利益剰余金 6,053 6,085

自己株式 △898 △898

株主資本合計 14,089 14,120

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △4 180

為替換算調整勘定 △52 △12

退職給付に係る調整累計額 △26 △24

その他の包括利益累計額合計 △83 143

新株予約権 127 127

非支配株主持分 79 104

純資産合計 14,211 14,496

負債純資産合計 20,807 20,391
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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 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 3,866 2,696

売上原価 2,045 1,394

売上総利益 1,821 1,302

販売費及び一般管理費 1,516 1,265

営業利益 305 36

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 0 34

雇用調整助成金 － 27

賃貸収入 6 4

その他 3 7

営業外収益合計 10 75

営業外費用

支払利息 3 3

売上割引 5 4

支払手数料 5 3

賃貸収入原価 2 1

その他 2 0

営業外費用合計 19 14

経常利益 297 97

税金等調整前四半期純利益 297 97

法人税、住民税及び事業税 138 50

法人税等調整額 △30 △63

法人税等合計 107 △12

四半期純利益 189 110

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△4 23

親会社株主に帰属する四半期純利益 194 87
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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 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年３月31日)

四半期純利益 189 110

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △323 185

為替換算調整勘定 △24 43

退職給付に係る調整額 3 2

その他の包括利益合計 △344 230

四半期包括利益 △154 340

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △142 315

非支配株主に係る四半期包括利益 △11 25
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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 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年３月31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 297 97

減価償却費 185 201

賞与引当金の増減額（△は減少） 224 184

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 3 13

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6 －

受取利息及び受取配当金 △0 △35

支払利息 3 3

売上債権の増減額（△は増加） 495 △15

たな卸資産の増減額（△は増加） 55 △51

仕入債務の増減額（△は減少） △9 23

未払消費税等の増減額（△は減少） 152 △67

その他 △276 △209

小計 1,139 144

利息及び配当金の受取額 0 35

利息の支払額 △3 △5

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △24 △9

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,111 165

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △221 △21

無形固定資産の取得による支出 △5 △5

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

その他 △6 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △234 △34

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） △500 △500

長期借入金の返済による支出 △178 △178

自己株式の純増減額（△は増加） 0 △0

配当金の支払額 △110 △55

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △789 △734

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19 36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 67 △566

現金及び現金同等物の期首残高 1,967 2,843

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,035 2,276
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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。

（セグメント情報）

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

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)３計測機器

特注試験
装置及び
サービス

計

売上高

外部顧客への売上高 1,124 2,740 3,864 1 3,866 － 3,866

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － 35 35 △35 －

計 1,124 2,740 3,864 37 3,902 △35 3,866

セグメント利益又は損失(△) △41 347 306 △0 306 △0 305

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、損害保険代理業務及び当社が所有

する土地・建物・設備の管理業務、その他当社からの委託業務等を行っております。

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額△０百万円は、セグメント間取引消去であります。

３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年３月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)３計測機器

特注試験
装置及び
サービス

計

売上高

外部顧客への売上高 1,069 1,624 2,694 1 2,696 － 2,696

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － 35 35 △35 －

計 1,069 1,624 2,694 37 2,732 △35 2,696

セグメント利益 6 31 37 5 43 △6 36

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、損害保険代理業務及び当社が所有

する土地・建物・設備の管理業務、その他当社からの委託業務等を行っております。

２ セグメント利益の調整額△６百万円は、セグメント間取引消去であります。

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

（追加情報）

　(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)

前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上

の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する仮定について重要な変更はありませ

ん。
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３．その他

（ご参考資料）

(主要な経営指標等の推移)

(経営成績)

回次 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期 (参考) 対前年同
四半期比
増減値

対前年同
四半期比
増減率
(％)

決算年月 2017/12 2018/12 2019/12 2020/12 2021/３ 2020/３

受注高(百万円) 13,897 13,346 13,308 9,983 2,418 2,816 △397 △14.1

売上高(百万円) 12,077 14,440 13,034 11,841 2,696 3,866 △1,169 △30.3

営業利益
(百万円)

182 962 454 △566 36 305 △268 △87.9

売上高営業利益率
(%)

1.5 6.7 3.5 △4.8 1.4 7.9 △6.5 －

経常利益
(百万円)

214 1,032 499 △523 97 297 △199 －

売上高経常利益率
(%)

1.8 7.1 3.8 △4.4 3.6 7.7 △4.1 －

親会社株主に帰属す
る当期(四半期)純利
益(百万円)

198 692 357 △576 87 194 △106 △54.9

売上高当期（四半
期）純利益率(%)

1.6 4.8 2.7 △4.9 3.2 5.0 △1.8 －

自己資本利益率(%) 1.4 4.7 2.4 △4.0 0.6 1.3 △0.7 －

(財政状態)

回次 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期 (参考)
対前期末
比増減値

対前期
末比増減

率
(％)

決算年月 2017/12 2018/12 2019/12 2020/12 2021/３ 2020/３

純資産額
(百万円)

14,811 14,749 15,104 14,211 14,496 14,838 284 2.0

総資産額
(百万円)

21,492 20,980 22,043 20,807 20,391 21,382 △416 △2.0

自己資本比率(%) 68.5 69.6 67.6 67.3 70.0 68.6 2.6 －

(キャッシュ・フロー)

回次 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期 (参考) 対前年同
四半期比
増減値

対前年同
四半期比
増減率
(％)

決算年月 2017/12 2018/12 2019/12 2020/12 2021/３ 2020/３

営業活動によるキャ
ッシュ・フロー(百
万円)

△36 1,901 208 1,879 165 1,111 △946 △85.1

投資活動によるキャ
ッシュ・フロー(百
万円)

△265 △484 △765 △1,303 △34 △234 200 △85.3

財務活動によるキャ
ッシュ・フロー(百
万円)

152 △1,224 394 317 △734 △789 54 7.0

現金及び現金同等物
の期末残高(百万円)

1,962 2,138 1,967 2,843 2,276 2,035 240 11.8

(１株当たり情報/その他)

回次 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期 (参考) 対前年同
四半期比
増減値

対前年同
四半期比
増減率
(％)

決算年月 2017/12 2018/12 2019/12 2020/12 2021/３ 2020/３

１株当たり純資
産額(円)

1,292.29 1,308.01 1,333.93 1,249.35 1,272.48 1,308.67 △36.19 △2.8

１株当たり当期
(四半期)純利益
金額(円)

17.39 61.57 32.03 △51.43 7.81 17.36 △9.55 △55.01

設備投資額
(百万円)

254 500 877 1,136 39 83 △44 △52.9

減価償却費
(百万円)

777 758 787 824 201 185 15 8.5

研究開発費
(百万円)

1,465 1,329 1,326 1,476 280 380 △99 △26.2
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セグメント別 四半期推移(会計期間) 　　　　　

　 単位（百万円）

2019年
1Q

2019年
2Q

2019年
3Q

2019年
4Q

2020年
１Q

2020年
２Q

2020年
３Q

2020年
４Q

2021年
１Q

受注高

計 測
機 器

1,206 1,033 1,315 1,222 1,050 706 913 953 1,087

特注試
験装置

2,497 2,696 2,300 1,024 1,763 1,788 1,256 1,538 1,328

その他 39 41 39 38 37 39 38 39 37

合計 3,706 3,733 3,618 2,249 2,816 2,499 2,172 2,495 2,418

受注
残高

計 測
機 器

380 577 723 476 403 402 559 495 513

特注試
験装置

4,508 6,067 7,042 5,137 4,160 3,650 3,664 3,261 2,965

その他 － － － － － － － － －

合計 4,889 6,644 7,766 5,613 4,563 4,053 4,223 3,756 3,478

売上高

計 測
機 器

1,478 873 1,132 1,469 1,124 707 756 1,017 1,069

特注試
験装置

2,675 1,137 1,324 2,929 2,740 2,298 1,243 1,941 1,624

その他 39 41 39 38 37 39 38 39 37

合計 4,157 2,015 2,459 4,401 3,866 3,009 2,002 2,962 2,696

営業
利益

計 測
機 器

316 △254 19 266 △41 △327 △262 △14 6

特注試
験装置

344 △479 △207 448 347 △111 △298 144 31

その他 4 6 4 4 △0 4 3 6 5

合計 662 △733 △187 714 305 △441 △560 130 36

前年同四半期比増減金額

単位(百万円）

2019年
1Q

2019年
2Q

2019年
3Q

2019年
4Q

2020年
１Q

2020年
２Q

2020年
３Q

2020年
４Q

2021年
１Q

受注高

計 測
機 器

△144 △234 56 △200 △155 △326 △402 △269 36

特注試
験装置

736 598 △192 △658 △733 △908 △1,043 514 △434

その他 0 △0 0 △1 △1 △1 △1 0 △0

合計 593 363 △136 △859 △890 △1,234 △1,445 246 △397

受注
残高

計 測
機 器

△1 75 138 △176 22 △174 △164 18 110

特注試
験装置

△212 1,247 1,687 450 △347 △2,416 △3,378 △1,876 △1,195

その他 － － － － － － － － －

合計 △213 1,323 1,825 274 △325 △2,591 △3,543 △1,857 △1,084

売上高

計 測
機 器

115 △274 △43 114 △354 △165 △375 △452 △54

特注試
験装置

△402 △860 △631 578 64 1,160 △81 △988 △1,115

その他 0 △0 0 △0 △1 △1 △1 0 △0

合計 △286 △1,136 △675 692 △290 994 △457 △1,439 △1,169

営業
利益

計 測
機 器

△23 △320 △30 126 △357 △72 △281 △280 47

特注試
験装置

△124 △355 △36 258 2 367 △91 △304 △315

その他 2 △0 0 △0 △5 △1 △0 2 5

合計 △147 △677 △67 384 △356 292 △373 △583 △268

　


