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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

21年3月期第3四半期 32,184 ― △172 ― △632 ― △1,063 ―

20年3月期第3四半期 30,404 28.4 839 △20.7 622 △54.9 237 △66.6

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

21年3月期第3四半期 △55.53 ―

20年3月期第3四半期 12.42 12.41

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

21年3月期第3四半期 44,928 17,687 39.0 916.23
20年3月期 44,448 20,608 46.1 1,070.25

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  17,542百万円 20年3月期  20,501百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 13.75 ― 13.75 27.50
21年3月期 ― 8.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 8.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 38,819 △4.9 △846 ― △1,357 ― △1,964 ― △102.43

4.  その他 
(1) 期中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）  有  

(2) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は3ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
１．平成21年3月期の連結業績予想及び配当予想につきましては、平成20年11月10日に公表しました内容から変更しております。詳細につきましては、平成21年2月9日
付の「業績予想の修正に関するお知らせ」及び「剰余金の配当（期末配当金）予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
２．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。業績予想に関する事項は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧くださ
い。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い、四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 1 社 （社名 株式会社ニューエラー ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  19,180,984株 20年3月期  19,180,984株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  34,217株 20年3月期  25,254株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  19,152,571株 20年3月期第3四半期  19,160,189株
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定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間における世界経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融危機が、個人消

費や設備投資、更には雇用や貿易などに深刻かつ重大な影響を及ぼし、世界同時不況の様相となりました。 

 日本経済においても景気が急速に後退しており、株価の急落、円高の進行などにより企業収益はますます悪化し、

企業の設備投資や個人消費は一段と冷え込むこととなりました。 

 このような状況のもと、急激な景気の減速に伴い、企業の設備投資計画の凍結や先送り、生産調整などにより、圧

力計部門及び圧力センサ部門において売上は減少いたしました。なお、昨年４月に株式会社ニューエラーを子会社と

したことにより、計測制御機器部門及びその他部門の売上が大幅に増加し、その結果、当第３四半期連結累計期間の

売上高は321億84百万円（前年同期比5.9％増）となりました。 

 損益面におきましては、圧力計部門及び圧力センサ部門の売上減少の影響、製品開発への先行投資的な費用発生、

急激な円高の影響による為替差損の増加、及び「棚卸資産の評価に関する会計基準」の新規適用などにより、営業損

失は１億72百万円（前年同期は８億39百万円の営業利益）、経常損失は６億32百万円（前年同期は６億22百万円の経

常利益）、四半期純損失は10億63百万円（前年同期は２億37百万円の四半期純利益）となりました。 

  各部門別の概況は、次のとおりであります。 

〔圧力計部門〕 

  圧力計部門では、産業機械業界向、プロセス業界向及び半導体業界向の売上が減少いたしました。 

  この結果、当部門の売上高は170億16百万円（前年同期比2.5％減）となりました。 

〔圧力センサ部門〕 

  圧力センサ部門では、産業機械業界向、半導体業界向及び車載用圧力センサの売上が減少いたしました。 

  この結果、当部門の売上高は76億71百万円（前年同期比9.9％減）となりました。 

〔計測制御機器部門〕 

  計測制御機器部門では、当部門の拡充を図ることを目的として、株式会社ニューエラーを子会社としたことによ

り、売上は大幅に増加いたしました。当部門における同社の売上高は18億78百万円となり、当部門の売上高は38億97

百万円（前年同期比45.7％増）となりました。 

〔その他部門〕 

  その他部門では、計測制御機器部門と同様に株式会社ニューエラーが子会社として加わったことにより、売上は大

幅に増加いたしました。当部門における同社の売上高は19億28百万円となり、当部門の売上高は36億円（前年同期比

104.8％増）となりました。 

 所在地別セグメントの概要は、次のとおりであります。 

〔日本〕 

  日本での売上高は212億24百万円となり、営業損失は１億95百万円となりました。 

〔北米〕 

  北米での売上高は82億92百万円となり、営業損失は24百万円となりました。 

〔欧州〕 

  欧州での売上高は11億72百万円となり、営業利益は76百万円となりました。 

〔アジア〕 

  アジアでの売上高は６億43百万円となり、営業損失は45百万円となりました。 

〔その他〕 

  その他での売上高は８億51百万円となり、営業利益は５百万円となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末の総資産は449億28百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億80百万円増加し、負債は272億41百

万円となり、前連結会計年度末に比べ34億１百万円増加いたしました。主な増加要因は、昨年４月に株式会社ニュー

エラーを子会社としたことによるものであります。また、純資産は176億87百万円となりました。この結果、自己資

本比率は前連結会計年度末比7.1ポイント減の39.0％となりました。 

 キャッシュ・フローの状況 

  当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、28億23百万円となり、前連結会計年度末

に比べ１億22百万円の減少となりました。 

 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） 

営業活動の結果得られた資金は９億１百万円となりました。 

 収入の主な内訳は、減価償却費15億33百万円、売上債権の減少額25億58百万円であり、支出の主な内訳は、税金

等調整前四半期純損失６億51百万円、たな卸資産の増加額10億60百万円、仕入債務の減少10億66百万円及び法人税

等の支払額４億４百万円であります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は45億56百万円となりました。 

 これは主に、子会社株式の取得による支出25億49百万円と生産設備等の有形固定資産の取得による支出９億47百

万円があったことなどによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は35億93百万円となりました。 

 これは主に、子会社株式取得のための長期借入金の増加等による収入(純額)30億５百万円があったことなどによ

るものであります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 第３四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年11月10日に公表

いたしました平成21年３月期の通期連結業績予想を修正しております。詳細は本日別途開示する、「業績予想の修正

に関するお知らせ」をご参照ください。 

４．その他 

（１）期中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） 

  株式会社ニューエラーは、昨年４月の株式取得に伴い、第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めており

ます。なお、同社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、当社の特定子会社に該当

します。 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

    （簡便な会計処理） 

 記載すべき該当事項はありません。 

    （四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

 記載すべき該当事項はありません。 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

１. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表 

   に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結 

   財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

２. 当社及び連結子会社は、通常の販売目的で保有するたな卸資産について、従来、主として移動平均法に基 

   づく原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」 

  （企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法に基づく原価法 

  （貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,695,235 3,568,540

受取手形及び売掛金 7,972,515 9,596,862

有価証券 45,496 95,685

製品 1,780,300 1,245,062

半製品 2,600,739 2,368,014

原材料 1,721,634 1,056,637

仕掛品 2,970,970 2,291,922

貯蔵品 14,310 12,690

繰延税金資産 484,936 457,422

その他 1,119,773 828,491

貸倒引当金 △190,841 △159,296

流動資産合計 22,215,071 21,362,032

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,779,473 8,591,629

減価償却累計額 △6,664,892 △5,564,564

建物及び構築物（純額） 3,114,581 3,027,064

機械装置及び運搬具 18,074,002 17,259,440

減価償却累計額 △13,065,690 △11,771,856

機械装置及び運搬具（純額） 5,008,311 5,487,584

土地 4,525,585 4,181,172

建設仮勘定 845,849 854,168

その他 4,251,750 3,450,140

減価償却累計額 △3,882,585 △3,079,173

その他（純額） 369,164 370,967

有形固定資産合計 13,863,492 13,920,956

無形固定資産   

のれん 705,149 747,451

その他 1,795,618 1,871,289

無形固定資産合計 2,500,767 2,618,741

投資その他の資産   

投資有価証券 4,147,128 4,520,522

繰延税金資産 1,171,325 877,233

その他 1,034,232 1,149,858

貸倒引当金 △3,164 △808

投資その他の資産合計 6,349,522 6,546,806

固定資産合計 22,713,782 23,086,504

資産合計 44,928,854 44,448,537
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,499,777 4,144,310

短期借入金 5,680,303 4,601,905

1年内償還予定の社債 15,000 20,000

1年内返済予定の長期借入金 750,784 815,084

未払法人税等 116,814 229,149

繰延税金負債 36,095 －

賞与引当金 400,875 477,593

役員賞与引当金 － 7,000

その他 1,737,312 1,398,656

流動負債合計 12,236,963 11,693,700

固定負債   

社債 100,000 110,000

長期借入金 11,358,314 8,504,322

繰延税金負債 1,239,797 1,303,790

退職給付引当金 2,014,015 1,990,248

役員退職慰労引当金 190,074 156,521

その他 102,615 81,753

固定負債合計 15,004,817 12,146,636

負債合計 27,241,780 23,840,336

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,880,313 3,880,313

資本剰余金 3,978,967 3,979,038

利益剰余金 9,609,819 11,154,785

自己株式 △44,672 △34,439

株主資本合計 17,424,428 18,979,697

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18,641 744,644

為替換算調整勘定 137,047 777,092

評価・換算差額等合計 118,406 1,521,736

少数株主持分 144,240 106,767

純資産合計 17,687,074 20,608,200

負債純資産合計 44,928,854 44,448,537
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 32,184,376

売上原価 25,022,478

売上総利益 7,161,898

販売費及び一般管理費 7,334,565

営業損失（△） △172,667

営業外収益  

受取利息 40,308

受取配当金 78,330

持分法による投資利益 54,137

その他 150,674

営業外収益合計 323,451

営業外費用  

支払利息 285,716

為替差損 289,819

その他 208,224

営業外費用合計 783,760

経常損失（△） △632,977

特別利益  

固定資産売却益 8,351

投資事業組合運用益 1,511

賞与引当金戻入額 36,105

その他 9,795

特別利益合計 55,763

特別損失  

固定資産売却損 10,951

固定資産除却損 11,339

投資有価証券評価損 41,440

投資事業組合出資損失 2,467

その他 8,301

特別損失合計 74,500

税金等調整前四半期純損失（△） △651,714

法人税、住民税及び事業税 314,553

法人税等調整額 99,874

法人税等合計 414,427

少数株主損失（△） △2,597

四半期純損失（△） △1,063,543
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 9,951,246

売上原価 7,911,098

売上総利益 2,040,148

販売費及び一般管理費 2,367,428

営業損失（△） △327,280

営業外収益  

受取利息 13,419

受取配当金 28,489

持分法による投資利益 9,854

その他 47,089

営業外収益合計 98,853

営業外費用  

支払利息 97,635

為替差損 331,138

その他 70,085

営業外費用合計 498,858

経常損失（△） △727,286

特別利益  

固定資産売却益 4,885

投資事業組合運用益 145

その他 205

特別利益合計 5,236

特別損失  

固定資産売却損 10,882

固定資産除却損 644

投資有価証券評価損 39,178

その他 1,070

特別損失合計 51,776

税金等調整前四半期純損失（△） △773,826

法人税、住民税及び事業税 62,428

法人税等調整額 75,685

法人税等合計 138,113

少数株主損失（△） △1,186

四半期純損失（△） △910,753
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12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損失（△） △651,714

減価償却費 1,533,954

貸倒引当金の増減額（△は減少） 35,429

賞与引当金の増減額（△は減少） △125,380

退職給付引当金の増減額（△は減少） 43,015

受取利息及び受取配当金 △118,638

支払利息 285,716

手形売却損 77,109

為替差損益（△は益） 222,276

持分法による投資損益（△は益） △54,137

投資有価証券評価損益（△は益） 41,440

投資事業組合出資損益（△は益） 2,467

売上債権の増減額（△は増加） 2,558,086

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,060,485

仕入債務の増減額（△は減少） △1,066,066

未払消費税等の増減額（△は減少） △60,988

その他 △122,714

小計 1,539,370

利息及び配当金の受取額 130,506

支払利息及び手形売却損 △363,834

法人税等の支払額 △404,711

営業活動によるキャッシュ・フロー 901,331

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 △423,026

定期預金の払戻による収入 363,285

有形固定資産の取得による支出 △947,020

投資有価証券の取得による支出 △627,225

貸付けによる支出 △363,866

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△2,549,281

その他 △9,468

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,556,601
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 20,328,451

短期借入金の返済による支出 △19,236,611

長期借入れによる収入 4,209,007

長期借入金の返済による支出 △1,203,655

社債の償還による支出 △15,000

配当金の支払額 △477,601

少数株主への配当金の支払額 △635

その他 △10,303

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,593,651

現金及び現金同等物に係る換算差額 △61,089

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △122,708

現金及び現金同等物の期首残高 2,946,487

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,823,779
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成20年４月1日 至 平成20年12月31日） 

 精密機器事業の売上高及び営業利益（損失）の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益（損失）

の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。 

〔所在地別セグメント情報〕 

 （注）１．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

北米：アメリカ合衆国  欧州：ドイツ  アジア：シンガポール 

 ２．会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」３. (1)に記載のとおり、第１四半期
連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用
しております。 

 当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月1日 至 平成20年12月31日） 

 
日本 

（千円） 

北米  

（千円） 

欧州  

（千円）

アジア 

（千円）

その他 

（千円）

計 

（千円） 

 消去又は 
全社 

（千円） 

 連結 

（千円）

 売上高                 

(1）外部顧客に対す

る売上高 
6,504,776 2,531,839 361,050 219,247 334,332 9,951,246 － 9,951,246 

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

164,352 176,161 55,602 1,410 340,296 737,822 △737,822 － 

計 6,669,129 2,708,000 416,653 220,657 674,628 10,689,068 △737,822 9,951,246 

 営業利益又は営

業損失（△） 
△231,862 △96,956 15,190 △10,204 18,068 △305,763 △21,517 △327,280 

 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月1日 至 平成20年12月31日） 

 
日本 

（千円） 

北米  

（千円） 

欧州  

（千円）

アジア 

（千円）

その他  

（千円）

計 

（千円） 

 消去又は 
全社 

（千円） 

 連結 

（千円）

 売上高                 

(1）外部顧客に対す

る売上高 
21,224,816 8,292,572 1,172,578 643,200 851,208 32,184,376 － 32,184,376 

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

514,108 539,869 156,701 2,899 1,134,402 2,347,982 △2,347,982 － 

計 21,738,925 8,832,442 1,329,279 646,100 1,985,610 34,532,358 △2,347,982 32,184,376 

 営業利益又は営

業損失（△） 
△195,515 △24,853 76,051 △45,023 5,054 △184,285 11,618 △172,667 
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〔海外売上高〕 

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な地域の内訳は、次のとおりであります。 

北米……… アメリカ合衆国  アジア ………中国、台湾、韓国  欧州 ……… ドイツ   

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

（６）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。 

  北米 アジア 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,197,130 974,725 720,744 596,283 4,488,883 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 9,951,246 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
22.1 9.8 7.2 6.0 45.1 

  北米 アジア 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 8,084,309 3,112,902 2,075,440 1,389,051 14,661,703 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 32,184,376 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
25.1 9.7 6.5 4.3 45.6 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

（２）事業部門別売上高の状況 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額(千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   30,404,461 100.0 

Ⅱ 売上原価   23,205,275 76.3 

売上総利益   7,199,185 23.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   6,359,286 20.9 

営業利益   839,899 2.8 

Ⅳ 営業外収益   238,440 0.7 

Ⅴ 営業外費用   455,570 1.5 

経常利益   622,769 2.0 

Ⅵ 特別利益   33,638 0.1 

Ⅶ 特別損失   34,572 0.1 

税金等調整前四半期純利
益 

  621,835 2.0 

法人税、住民税及び事業
税 

  276,015 0.9 

法人税等調整額   106,632 0.3 

少数株主利益   1,223 0.0 

四半期純利益   237,964 0.8 

       

事業部門の名称 金額（千円） 構成比（％） 

圧力計 17,461,295 57.4 

圧力センサ 8,510,097 28.0 

計測制御機器 2,675,470 8.8 

精密機器小計 28,646,863 94.2 

その他事業 1,757,597 5.8 

合計 30,404,461 100.0 
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