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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 22,458 △30.2 △1,105 ― △1,109 ― △3,206 ―

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

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

22年3月期第3四半期 △167.49 ―

21年3月期第3四半期 △55.53 ―

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

22年3月期第3四半期 37,598 12,455 32.7 642.64
21年3月期 40,421 14,742 36.1 762.39

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  12,304百万円 21年3月期  14,597百万円

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  無  

※22年3月期の期末および年間の配当額は未定であります。 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 8.00 ― ― 8.00

22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 30,516 △21.7 △1,040 ― △1,041 ― △3,180 ― △165.79
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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）  無  

(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） 

(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、その他特記事項 

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 19,180,984株 21年3月期  19,180,984株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  34,296株 21年3月期  34,235株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 19,146,717株 21年3月期第3四半期 19,152,571株
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当第３四半期連結累計期間（平成21年４月～平成21年12月）における世界経済は、各国で景気刺激策が実施さ

れ、欧米では政策効果による景気の下げ止まりが見られましたが、失業率は依然高い水準にあり、引き続き深刻な

状況で推移いたしました。また、中国を中心としたアジア新興国においては、景気回復基調となりました。 

わが国経済におきましても、中国をはじめとするアジア需要の拡大に支えられ、製造業を中心に生産活動は回復

に向かいましたが、円高の進行やデフレ状況の進展、失業率の高止まりなど厳しい状況が続きました。 

このような状況のもと、当社グループが関連する業界におきましては、特に低迷が続いていた産業機械業界、半

導体業界、空圧機器業界などの需要回復の兆しはあったものの、総体的には低水準のまま推移し、売上は大幅に減

少いたしました。この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は224億58百万円（前年同期比30.2％減）となり

ました。 

損益面につきましては、固定費の削減を中心とした原価低減に取り組み一定の効果は見ましたが、売上の大幅な

減少、第２四半期で行いました棚卸資産の廃棄及び評価損の計上などにより、営業損失は11億５百万円（前年同期

は１億72百万円の営業損失）、経常損失は11億９百万円（前年同期は６億32百万円の経常損失）となりました。純

損益につきましては、経営環境の著しい悪化により収益性の低下している固定資産の減損処理を第２四半期で行

い、21億27百万円の減損損失を計上したことにより、四半期純損失は32億６百万円（前年同期は10億63百万円の四

半期純損失）となりました。 

なお、当第３四半期連結累計期間の業績は、低水準のまま推移したものの、売上高は四半期を追う毎に市況の回

復などから増加し、利益につきましては、原価低減活動の効果により、第３四半期連結会計期間（平成21年10月～

平成21年12月）において、黒字確保することができました。  

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、輸出の低迷及び設備投資の抑制並びに在庫調整を伴う減産により、産業機械業界向、半導体業

界向及び空圧機器業界向の売上が大幅に減少いたしました。 

この結果、当部門の売上高は121億18百万円（前年同期比28.8％減）となりました。 

なお、売上高は四半期を追う毎に市況の回復などから増加し、第３四半期連結会計期間（平成21年10月～平成21

年12月）においては、直前四半期に対して2.6％の増加となりました。  
  
〔圧力センサ部門〕 

圧力センサ部門では、圧力計部門と同様に産業機械業界向、半導体業界向の売上が大幅に減少し、さらに、建設

機械用圧力センサ及び車載用圧力センサの売上も大幅な減少となりました。 

この結果、当部門の売上高は50億88百万円（前年同期比33.7％減）となりました。 

なお、売上高は四半期を追う毎に市況の回復などから増加し、第３四半期連結会計期間（平成21年10月～平成21

年12月）においては、直前四半期に対して25.4％の大幅な増加となりました。  
  
〔計測制御機器部門〕 

計測制御機器部門では、空気圧機器及び自動車・電子部品関連業界向のエアリークテスターの売上が大幅に減少

いたしました。 

この結果、当部門の売上高は26億48百万円（前年同期比32.0％減）となりました。 

なお、売上高は四半期を追う毎に市況の回復などから増加し、第３四半期連結会計期間（平成21年10月～平成21

年12月）においては、直前四半期に対して31.0％の大幅な増加となりました。  
  
〔その他部門〕 

その他部門では、自動車業界向のダイカスト製品の売上が大幅に減少いたしました。 

この結果、当部門の売上高は26億２百万円（前年同期比27.7％減）となりました。 

なお、売上高は四半期を追う毎に市況の回復などから増加し、第３四半期連結会計期間（平成21年10月～平成21

年12月）においては、直前四半期に対して14.9％の大幅な増加となりました。  

  

 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〕 

日本では、主要業界の設備投資の抑制や生産調整などの影響を受け、需要が大きく減少したことにより、圧力

計、圧力センサ共に売上が大幅に減少し、売上高は147億38百万円（前年同期比30.6％減）となりました。損益面

につきましては、売上の大幅な減少の影響により、営業損失は７億55百万円（前年同期は１億95百万円の営業損

失）となりました。 
  

〔北米〕 

北米では、世界的な需要環境の悪化による主要需要業界の不振により、圧力計、圧力センサ共に売上が大幅に減

少し、さらに、円高による為替換算の影響も加わり、売上高は58億50百万円（前年同期比29.5％減）となりまし

た。損益面につきましては、売上の大幅な減少の影響により、営業損失は２億94百万円（前年同期は24百万円の営

業損失）となりました。 

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
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〔欧州〕 

欧州では、世界的な需要環境の悪化による主要需要業界の不振により、圧力計の売上が大幅に減少し、さらに、

円高による為替換算の影響も加わり、売上高は６億98百万円（前年同期比40.5％減）となりました。損益面につき

ましては、売上の大幅な減少の影響により、営業損失は42百万円（前年同期は76百万円の営業利益）となりまし

た。 
  

〔アジア〕  

アジアでは、中国の在外子会社における事業の伸長により、圧力計の売上が増加し、売上高は６億57百万円（前

年同期比2.2％増）となりました。損益面につきましては、営業損失は６百万円（前年同期は45百万円の営業損

失）となりました。 
  

〔その他〕 

 その他では、売上高は５億14百万円（前年同期比39.6％減）、営業損失は46百万円（前年同期は５百万円の営業

利益）となりました。   

  

当第３四半期末の総資産は375億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ28億23百万円減少いたしました。

主な要因は、減損損失計上による固定資産の減少によるものであります。 

負債は251億43百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億35百万円減少いたしました。主な要因は、短期借

入金の減少によるものであります。 

また、純資産は124億55百万円となりました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末比3.4ポイント減の

32.7％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、36億５百万円となり、前連結会計

年度末に比べ７億６百万円の増加となりました。 

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13億99百万円となりました。 

収入の主な内訳は、減価償却費12億円、減損損失21億27百万円、たな卸資産の減少額13億17百万円であり、

支出の主な内訳は、税金等調整前四半期純損失30億55百万円であります。  
  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は71百万円となりました。 

 これは主に、定期預金の払戻による収入（純額）１億88百万円、投資有価証券の売却による収入（純額）２

億24百万円、貸付金の回収による収入（純額）41百万円と生産設備等の有形固定資産の取得による支出４億３

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） 

財務活動の結果使用した資金は６億85百万円となりました。 

これは主に、短期借入金の返済による支出(純額)８億80百万円、長期借入れによる収入(純額)が２億５百万

円があったことなどによるものであります。 

  

近の業績動向を踏まえ、平成21年11月９日に公表した業績予想を下記のとおり修正いたしました。 

  

平成22年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成21年４月１日～平成22年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間において、当社グループが関連する業界に需要回復傾向が見られたこと及び原価低減

活動に一定の効果が見られたことにより、売上高及び利益について通期の連結業績予想を変更いたしました。  

２．連結財政状態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

  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） 

（平成21年11月９日発表）  

百万円 

   30,300

百万円

  △1,120

百万円

  △1,150

百万円 

  △3,320

円 銭 

  △173.09

今回発表予想（Ｂ）    30,516   △1,040   △1,041   △3,180   △165.79

増減額（Ｂ-Ａ）    216   80    109   140   －

増減率（％）  ％ 0.7   －   －   －   －
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 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

 記載すべき事項はありません。  

  

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）

（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

（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
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,627,729 4,103,341

受取手形及び売掛金 7,150,667 6,445,639

有価証券 217,982 36,737

商品及び製品 3,060,835 3,874,052

仕掛品 2,270,060 2,514,949

原材料及び貯蔵品 1,349,865 1,488,804

繰延税金資産 478,255 433,601

その他 805,902 1,013,706

貸倒引当金 △189,103 △168,252

流動資産合計 19,772,195 19,742,580

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,351,582 9,716,840

減価償却累計額 △6,875,994 △6,716,335

建物及び構築物（純額） 2,475,588 3,000,505

機械装置及び運搬具 17,289,444 17,729,031

減価償却累計額 △13,945,444 △13,169,988

機械装置及び運搬具（純額） 3,343,999 4,559,043

土地 3,926,701 4,375,446

リース資産 138,538 91,207

減価償却累計額 △19,251 △4,814

リース資産（純額） 119,286 86,392

建設仮勘定 418,179 854,024

その他 4,267,970 4,272,066

減価償却累計額 △4,022,890 △3,922,692

その他（純額） 245,079 349,373

有形固定資産合計 10,528,834 13,224,785

無形固定資産   

のれん 538,690 660,878

リース資産 3,407 4,020

その他 1,374,063 1,552,522

無形固定資産合計 1,916,160 2,217,421

投資その他の資産   

投資有価証券 4,216,500 3,977,525

繰延税金資産 126,657 267,449

その他 1,041,304 995,266

貸倒引当金 △3,094 △3,049

投資その他の資産合計 5,381,367 5,237,192

固定資産合計 17,826,362 20,679,399

資産合計 37,598,557 40,421,979
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,636,709 2,297,319

短期借入金 5,025,031 5,878,413

1年内償還予定の社債 100,000 110,000

1年内返済予定の長期借入金 5,929,612 6,239,277

リース債務 31,718 29,339

未払法人税等 237,646 240,492

繰延税金負債 29,859 30,329

賞与引当金 178,704 561,133

役員賞与引当金 － 3,000

その他 1,247,926 1,181,616

流動負債合計 15,417,208 16,570,921

固定負債   

長期借入金 5,990,592 5,478,319

リース債務 105,805 85,458

繰延税金負債 927,460 902,985

退職給付引当金 2,150,397 2,137,709

役員退職慰労引当金 239,357 225,731

その他 312,687 278,295

固定負債合計 9,726,301 9,108,499

負債合計 25,143,509 25,679,421

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,880,313 3,880,313

資本剰余金 3,978,842 3,978,897

利益剰余金 4,176,330 7,538,230

自己株式 △44,609 △44,619

株主資本合計 11,990,876 15,352,821

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 918,791 342,576

為替換算調整勘定 △605,186 △1,098,176

評価・換算差額等合計 313,604 △755,600

少数株主持分 150,565 145,337

純資産合計 12,455,047 14,742,558

負債純資産合計 37,598,557 40,421,979
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 32,184,376 22,458,090

売上原価 25,022,478 17,991,836

売上総利益 7,161,898 4,466,253

販売費及び一般管理費 7,334,565 5,571,654

営業損失（△） △172,667 △1,105,400

営業外収益   

受取利息 40,308 23,258

受取配当金 78,330 72,366

持分法による投資利益 54,137 21,833

雇用調整助成金 － 193,549

その他 150,674 140,365

営業外収益合計 323,451 451,372

営業外費用   

支払利息 285,716 201,869

為替差損 289,819 116,385

その他 208,224 136,901

営業外費用合計 783,760 455,156

経常損失（△） △632,977 △1,109,184

特別利益   

固定資産売却益 8,351 4,283

投資有価証券売却益 － 64,992

投資事業組合運用益 1,511 1,089

賞与引当金戻入額 36,105 127,904

その他 9,795 13,428

特別利益合計 55,763 211,698

特別損失   

固定資産売却損 10,951 10,918

固定資産除却損 11,339 2,251

投資有価証券評価損 41,440 14,771

投資事業組合出資損失 2,467 1,150

減損損失 － 2,127,701

その他 8,301 1,530

特別損失合計 74,500 2,158,324

税金等調整前四半期純損失（△） △651,714 △3,055,809

法人税、住民税及び事業税 314,553 157,938

法人税等調整額 99,874 △12,782

法人税等合計 414,427 145,156

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,597 5,844

四半期純損失（△） △1,063,543 △3,206,810
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第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３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 9,951,246 8,273,063

売上原価 7,911,098 6,375,009

売上総利益 2,040,148 1,898,053

販売費及び一般管理費 2,367,428 1,752,970

営業利益又は営業損失（△） △327,280 145,083

営業外収益   

受取利息 13,419 7,679

受取配当金 28,489 27,259

為替差益 － 15,574

持分法による投資利益 9,854 11,850

雇用調整助成金 － 40,612

その他 47,089 59,523

営業外収益合計 98,853 162,499

営業外費用   

支払利息 97,635 80,816

為替差損 331,138 －

その他 70,085 50,756

営業外費用合計 498,858 131,572

経常利益又は経常損失（△） △727,286 176,011

特別利益   

固定資産売却益 4,885 470

投資有価証券売却益 － 31,562

投資事業組合運用益 145 －

賞与引当金戻入額 － 99,437

その他 205 △532

特別利益合計 5,236 130,938

特別損失   

固定資産売却損 10,882 2,338

固定資産除却損 644 96

投資有価証券評価損 39,178 42

投資事業組合出資損失 － 1,253

その他 1,070 277

特別損失合計 51,776 4,008

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（△）

△773,826 302,940

法人税、住民税及び事業税 62,428 86,438

法人税等調整額 75,685 △30,137

法人税等合計 138,113 56,301

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,186 17,377

四半期純利益又は四半期純損失（△） △910,753 229,261
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 △3,055,809

減価償却費 1,533,954 1,200,192

減損損失 － 2,127,701

貸倒引当金の増減額（△は減少） 35,429 20,586

賞与引当金の増減額（△は減少） △125,380 △385,685

退職給付引当金の増減額（△は減少） 43,015 5,750

受取利息及び受取配当金 △118,638 △95,624

支払利息 285,716 201,869

手形売却損 77,109 36,408

為替差損益（△は益） 222,276 140,307

持分法による投資損益（△は益） △54,137 △21,833

投資有価証券評価損益（△は益） 41,440 14,771

投資事業組合出資損益（△は益） 2,467 1,150

売上債権の増減額（△は増加） 2,558,086 △637,965

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,060,485 1,317,943

仕入債務の増減額（△は減少） △1,066,066 311,698

未払消費税等の増減額（△は減少） △60,988 75,675

その他 △122,714 371,312

小計 1,539,370 1,628,450

利息及び配当金の受取額 130,506 131,443

支払利息及び手形売却損 △363,834 △236,365

法人税等の支払額 △404,711 △124,165

営業活動によるキャッシュ・フロー 901,331 1,399,362

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 △394,963

定期預金の払戻による収入 363,285 583,724

有形固定資産の取得による支出 △947,020 △403,851

投資有価証券の取得による支出 △627,225 △14,376

投資有価証券の売却による収入 － 239,007

関係会社株式の取得による支出 － △6,815

貸付けによる支出 △363,866 △116,000

貸付金の回収による収入 － 157,013

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 27,773

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,556,601 71,510
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 12,796,830

短期借入金の返済による支出 △19,236,611 △13,676,831

長期借入れによる収入 4,209,007 1,707,520

長期借入金の返済による支出 △1,203,655 △1,502,125

社債の償還による支出 △15,000 △10,000

配当金の支払額 △477,601 △735

少数株主への配当金の支払額 △635 △575

その他 △10,303 △44

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,593,651 △685,961

現金及び現金同等物に係る換算差額 △61,089 △79,405

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △122,708 705,506

現金及び現金同等物の期首残高 2,946,487 2,899,216

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 1,225

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,823,779 3,605,948
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 該当事項はありません。 

  

前第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３四半期連結会計期間

（自 平成21年10月１日 至 平成21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。 

前第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）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月1日 至 平成21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。 

 前第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） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

    ２．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 

          

 当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月1日 至 平成21年12月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

    ２．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 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
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

  
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 
 5,825,358  1,866,217  208,970  218,237  154,280  8,273,063  －  8,273,063

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 153,675  146,344  43,613  11,331  228,570  583,534  △583,534  －

計  5,979,033  2,012,561  252,583  229,568  382,850  8,856,598  △583,534  8,273,063

営業利益又は営業

損失（△） 
 180,401  △11,995  △7,798  △9,344  △19,478  131,784  13,299  145,083

－12－

長野計器㈱（7715）　平成22年3月期第3四半期決算短信

－12－



前第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．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

    ２. 北米：アメリカ合衆国  欧州：ドイツ  アジア：シンガポール 

        ３．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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月1日 至 平成21年12月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

    ２．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 

  

  
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

  
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 
 14,738,209  5,850,004  698,232  657,614  514,029  22,458,090  －  22,458,090

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 431,770  489,173  132,518  52,231  671,433  1,777,126  △1,777,126  －

計  15,169,979  6,339,178  830,750  709,845  1,185,462  24,235,216  △1,777,126  22,458,090

営業損失（△）  △755,201  △294,424  △42,929  △6,645  △46,778  △1,145,978  40,578  △1,105,400
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前第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） 

  （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。 

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21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。 

前第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。 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  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）  1,879,290  881,930  475,201  246,995  3,483,418

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  8,273,063

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 22.7  10.7  5.7  3.0  42.1

  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

  北米 アジア 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  5,691,854  2,510,952  1,198,271  881,226  10,282,305

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  22,458,090

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 25.4  11.2  5.3  3.9  45.8

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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