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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30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 ％

24年3月期第2四半期 20,080 3.1 657 △8.5 342 △28.4 118 △22.9
23年3月期第2四半期 19,474 37.3 718 ― 479 ― 153 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 79百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △366百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 5.76 ―
23年3月期第2四半期 8.02 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 35,428 14,059 39.2
23年3月期 36,385 14,082 38.3
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  13,895百万円 23年3月期  13,926百万円

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  ：  無   

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

23年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
24年3月期 ― 5.00
24年3月期（予想） ― 5.00 10.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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 41,100 7.8 1,630 15.6 1,540 42.9 1,020 55.5 49.56



(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  

(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 

(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 
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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 20,582,984 株 23年3月期 20,582,984 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 34,541 株 23年3月期 34,620 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 20,548,381 株 23年3月期2Q 19,146,578 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年９月30日）における世界経済は、米国の景気減速懸念

が一段と強まり、加えて欧州では財政危機問題の深刻化により景気が減速してきました。また、中国、インドなど

の新興国においては引続き内需を中心に拡大しておりますが、インフレ進行と金融引き締めを背景に経済成長に減

速感が出始めております。 

 一方、わが国経済は、東日本大震災の影響による悪化から徐々に持ち直しの傾向が見られたものの、急激な円高

の進行や世界的な景気減速を受け、先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

このような状況のもと、中国を中心とする設備投資需要に支えられ、当社グループの主要取引先である産業機

械・プロセス業界、建設機械業界及び空圧機器業界での需要は堅調に推移いたしましたが、国内の設備投資需要は

各社の投資見直しにより足踏み状態となっていることから、特に半導体業界での需要が当該期間後半から減少とな

りました。 

また、自動車関連業界での需要は、第２四半期に入り回復してまいりましたが、東日本大震災の影響による第

１四半期の落ち込みをカバーするまでには至りませんでした。 

この結果、売上高は200億80百万円（前年同期比3.1%増）となりました。利益面につきましては、営業利益は６

億57百万円（前年同期比8.5%減）となりました。また、急激な円高の進行により２億66百万円の為替差損が発生

し、経常利益は３億42百万円（前年同期比28.4%減）、四半期純利益は１億18百万円（前年同期比22.9%減）となり

ました。 

  

 セグメント別の概況は、次のとおりであります。 

  

圧力計事業 

  圧力計事業では、国内各社の設備投資の見直しから、特に半導体業界向の売上が減少いたしましたが、産業機

械・プロセス業界及び空圧機器業界向の売上が増加いたしました。 

 この結果、圧力計事業の売上高は98億22百万円（前年同期比2.9%増）となりました。 

  

圧力センサ事業 

 圧力センサ事業では、圧力計事業と同様に半導体業界向の売上が減少し、また東日本大震災の影響により車載用

圧力センサの売上が減少いたしましたが、中国を中心とする設備投資需要に支えられ、建設機械用圧力センサの売

上が大幅に増加し、さらに産業機械・プロセス業界向の売上が増加いたしました。 

 この結果、圧力センサ事業の売上高は57億42百万円（前年同期比8.3%増）となりました。 

  

計測制御機器事業 

  計測制御機器事業では、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減少いたし

ました。 

 この結果、計測制御機器事業の売上高は24億62百万円（前年同期比3.8%減）となりました。 

  

その他事業 

 その他事業では、自動車業界を主要取引先としているダイカスト製品の売上が減少いたしました。 

 この結果、その他事業の売上高は20億52百万円（前年同期比0.6%減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は354億28百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億56百万円減少いた

しました。主な要因は、短期借入金・長期借入金の返済による現金及び預金の減少であります。 

 負債は213億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億33百万円減少いたしました。主な要因は、短期借入

金・長期借入金の返済による減少であります。 

 また、純資産は140億59百万円となり、前連結会計年度末に比べ23百万円減少いたしました。主な要因は、その

他有価証券評価差額金の減少によるものであります。この結果、自己資本比率は39.2%となりました。 

  

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（以下「資金」という）は、25億58百万円となり、前

連結会計年度末に比べ16億94百万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。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は、４億76百万円（前年同四半期は８億53百万円の収入）となりました。 

資金増加の要因は、減価償却費６億50百万円であり、資金減少の要因は、売上債権の増加額５億97百万円及びた

な卸資産の増加額５億69百万円であります。  

  

（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、４億32百万円（前年同四半期は1億98百万円の収入）となりました。 

これは主に、生産設備等の有形固定資産の取得による支出３億62百万円があったこと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、７億78百万円（前年同四半期は３億38百万円の支出）となりました。 

これは主に、長期借入金の返済による支出（純額）４億54百万円及び短期借入金の返済による支出（純額）２億

３百万円があったこと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 

 連結業績予想につきましては、平成23年５月13日の「平成23年３月期 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。  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 記載すべき事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

   

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

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,594,100 2,913,747

受取手形及び売掛金 7,733,987 8,365,308

有価証券 5,737 32,173

商品及び製品 3,022,508 3,338,769

仕掛品 2,276,817 2,488,509

原材料及び貯蔵品 1,426,175 1,499,347

繰延税金資産 633,930 754,540

その他 824,271 683,695

貸倒引当金 △134,684 △107,463

流動資産合計 20,382,844 19,968,627

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,427,739 9,442,549

減価償却累計額 △7,104,205 △7,188,350

建物及び構築物（純額） 2,323,533 2,254,199

機械装置及び運搬具 17,122,223 17,065,981

減価償却累計額 △14,392,239 △14,558,290

機械装置及び運搬具（純額） 2,729,984 2,507,690

土地 3,821,640 3,813,663

リース資産 169,661 201,563

減価償却累計額 △47,899 △62,396

リース資産（純額） 121,761 139,166

建設仮勘定 371,537 475,828

その他 4,248,545 4,251,730

減価償却累計額 △4,024,422 △4,046,585

その他（純額） 224,123 205,144

有形固定資産合計 9,592,580 9,395,693

無形固定資産   

のれん 317,893 228,057

リース資産 28,103 41,821

その他 1,071,708 1,074,337

無形固定資産合計 1,417,705 1,344,216

投資その他の資産   

投資有価証券 3,762,322 3,405,167

繰延税金資産 212,743 204,257

その他 1,107,402 1,196,184

貸倒引当金 △90,565 △85,887

投資その他の資産合計 4,991,902 4,719,721

固定資産合計 16,002,189 15,459,631

資産合計 36,385,033 35,428,259
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,700,065 3,603,683

短期借入金 7,103,286 6,883,366

1年内返済予定の長期借入金 1,251,233 1,231,610

リース債務 34,133 44,551

未払法人税等 249,821 275,909

繰延税金負債 178,611 1,138

賞与引当金 555,347 571,054

その他 1,351,717 1,409,701

流動負債合計 14,424,217 14,021,015

固定負債   

長期借入金 4,601,116 4,165,236

リース債務 123,055 145,317

繰延税金負債 770,300 637,030

退職給付引当金 2,025,163 1,998,739

役員退職慰労引当金 224,529 145,724

資産除去債務 31,122 31,324

その他 102,739 224,459

固定負債合計 7,878,028 7,347,831

負債合計 22,302,245 21,368,847

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,380,126 4,380,126

資本剰余金 4,478,655 4,478,591

利益剰余金 5,207,765 5,223,427

自己株式 △44,833 △44,719

株主資本合計 14,021,713 14,037,426

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 636,894 430,937

為替換算調整勘定 △732,174 △572,518

その他の包括利益累計額合計 △95,280 △141,581

少数株主持分 156,355 163,568

純資産合計 14,082,788 14,059,412

負債純資産合計 36,385,033 35,428,259
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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22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

売上高 19,474,677 20,080,350

売上原価 14,767,174 15,267,217

売上総利益 4,707,502 4,813,133

販売費及び一般管理費 3,989,225 4,155,913

営業利益 718,277 657,220

営業外収益   

受取利息 14,541 7,246

受取配当金 41,237 44,543

持分法による投資利益 39,313 53,364

雇用調整助成金 3,230 5,123

その他 92,695 94,455

営業外収益合計 191,018 204,733

営業外費用   

支払利息 132,823 121,631

為替差損 175,307 266,246

その他 122,144 131,089

営業外費用合計 430,274 518,967

経常利益 479,021 342,986

特別利益   

固定資産売却益 2,523 －

投資有価証券売却益 － 14,673

投資事業組合出資利益 1,974 －

貸倒引当金戻入額 11,527 －

賞与引当金戻入額 11,422 －

その他 2,341 70

特別利益合計 29,788 14,743

特別損失   

固定資産売却損 4,063 1,107

固定資産除却損 5,188 15,259

投資有価証券評価損 175,642 －

投資事業組合出資損失 26,894 －

減損損失 － 9,531

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 15,038 －

その他 13,313 6

特別損失合計 240,140 25,904

税金等調整前四半期純利益 268,668 331,825

法人税、住民税及び事業税 194,766 227,062

法人税等調整額 △89,600 △21,465

法人税等合計 105,165 205,597

少数株主損益調整前四半期純利益 163,502 126,228

少数株主利益 10,006 7,824

四半期純利益 153,496 118,403
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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22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 163,502 126,228

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △391,141 △205,517

為替換算調整勘定 △124,620 152,309

持分法適用会社に対する持分相当額 △14,217 6,893

その他の包括利益合計 △529,979 △46,314

四半期包括利益 △366,476 79,914

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △376,368 72,102

少数株主に係る四半期包括利益 9,891 7,812
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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22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23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 268,668 331,825

減価償却費 727,304 650,109

減損損失 － 9,531

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,020 △32,464

賞与引当金の増減額（△は減少） 203,283 15,779

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,147 △42,785

受取利息及び受取配当金 △55,778 △51,790

支払利息 132,823 121,631

手形売却損 35,120 39,044

為替差損益（△は益） 116,040 149,506

持分法による投資損益（△は益） △39,313 △53,364

投資有価証券評価損益（△は益） 175,642 －

投資事業組合出資損益（△は益） 26,894 －

売上債権の増減額（△は増加） △753,075 △597,157

たな卸資産の増減額（△は増加） 201,964 △569,747

仕入債務の増減額（△は減少） 12,885 △129,506

未払消費税等の増減額（△は減少） △8,412 △14,120

その他 145,208 △61,323

小計 1,212,424 △234,831

利息及び配当金の受取額 70,255 67,758

支払利息及び手形売却損 △170,339 △161,755

法人税等の支払額 △268,848 △153,336

その他の収入 9,897 5,924

営業活動によるキャッシュ・フロー 853,387 △476,240

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 △173,847 △533,177

定期預金の払戻による収入 617,160 508,563

有形固定資産の取得による支出 △231,572 △362,370

有形固定資産の売却による収入 573 805

投資有価証券の取得による支出 △1,914 △2,007

投資有価証券の売却による収入 － 65,470

貸付けによる支出 △110,900 △216,500

貸付金の回収による収入 102,770 194,765

その他 △3,586 △88,445

投資活動によるキャッシュ・フロー 198,684 △432,896
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30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 10,019,346 10,826,857

短期借入金の返済による支出 △9,824,202 △11,030,097

長期借入れによる収入 180,000 320,000

長期借入金の返済による支出 △696,691 △774,488

配当金の支払額 △450 △102,741

少数株主への配当金の支払額 △640 △237

その他 △15,962 △17,303

財務活動によるキャッシュ・フロー △338,601 △778,010

現金及び現金同等物に係る換算差額 △46,939 △7,556

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 666,530 △1,694,704

現金及び現金同等物の期首残高 2,719,629 4,253,330

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,386,160 2,558,625
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 該当事項はありません。 
  

   （セグメント情報）  
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月1日 至 平成22年９月30日）  
１．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：千円）

（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、不動産賃貸事業、ダイカスト製品
      事業及び自動車用電装品事業を含んでおります。  

２．セグメント利益の調整額87,129千円には、セグメント間取引消去△421千円、のれんの償却額87,551千円が含
まれております。 

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。  
   

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  
該当事項はありません。 
   

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月1日 至 平成23年９月30日）  
１．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：千円）

（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、不動産賃貸事業、ダイカスト製品
      事業及び自動車用電装品事業を含んでおります。  

２．セグメント利益の調整額84,011千円には、セグメント間取引消去△5,824千円、のれんの償却額89,836千円が
含まれております。 

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。  
   

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  
 (固定資産に係る減損損失) 

  当第２四半期連結累計期間において、「圧力計」事業が有する機械装置について、減損損失を9,531千円計上してお
ります。 

  

 該当事項はありません。 
  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  

  

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 
圧力計 圧力センサ 

計測制御

機器 
計 

 売上高                 

 (1）外部顧客に 

  対する売上高 
9,546,471  5,302,440 2,560,577 17,409,489 2,065,187  19,474,677  － 19,474,677

 (2）セグメント間 

     の内部売上高 

  又は振替高 

5,118  17,029 976 23,123 1,103  24,226 △ 24,226 －

計 9,551,589  5,319,469 2,561,554 17,432,613 2,066,290  19,498,903 △ 24,226 19,474,677

  セグメント利益 396,951  28,921 266,727 692,600 112,806  805,407 △ 87,129 718,277

  

  

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 
圧力計 圧力センサ 

計測制御

機器 
計 

 売上高                 

 (1）外部顧客に 

  対する売上高 
9,822,296  5,742,569 2,462,897 18,027,763 2,052,587  20,080,350  － 20,080,350

 (2）セグメント間 

     の内部売上高 

  又は振替高 

11,470  17,384 401 29,257 1,935  31,192  △ 31,192 －

計 9,833,766  5,759,954 2,463,299 18,057,020 2,054,522  20,111,542  △ 31,192 20,080,350

  セグメント利益 426,478  58,095 135,660 620,234 120,997  741,232  △ 84,011 657,220

（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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