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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 29,452 10.0 674 36.5 879 115.2 659 ―
25年3月期第3四半期 26,779 △9.5 494 △53.7 408 △43.5 10 19.6

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 1,492百万円 （―％） 25年3月期第3四半期 △305百万円 （―％）

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

26年3月期第3四半期 32.09 ―
25年3月期第3四半期 0.49 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 37,799 15,735 41.2
25年3月期 34,941 14,391 40.7
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 15,560百万円 25年3月期 14,225百万円

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

25年3月期 ― 5.00 ― 2.50 7.50
26年3月期 ― 5.00 ―
26年3月期（予想） 5.00 10.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 38,820 5.9 1,410 55.0 1,240 35.7 870 116.7 42.27



(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ますが、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。 

※ 注記事項

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
②①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） 26年3月期3Q 20,582,984 株 25年3月期 20,582,984 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 34,876 株 25年3月期 34,850 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 20,548,124 株 25年3月期3Q 20,548,203 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日～平成25年12月31日）における世界経済は、米国では住宅投資の

拡大により住宅市場は堅調に推移し、企業業績や個人消費も底堅く、景気は緩やかな回復傾向で推移いたしまし

た。政府債務問題を抱える欧州では、総じて景気は持ち直し傾向ではあるものの、その足取りはゆっくりしたもの

であり、また、中国をはじめとする新興国では成長ペースが鈍化いたしました。 

一方、わが国経済は、政府・日銀による経済・金融政策等の効果により円安・株高が進み、企業収益の改善や個

人消費の持ち直しが徐々に見られてきましたが、世界経済の回復遅れの影響から依然として先行きが不透明な状況

で推移いたしました。 

このような状況のもと、米国子会社の米国市場での業績は堅調に推移いたしましたが、国内においては当社グル

ープの計測機器需要に関連する設備投資の動きは慎重であり、全般的に需要は低調に推移いたしました。 

この結果、対米ドルの為替レートが前年同期に対して約26％の円安になったことに伴う連結での為替換算による

増収影響があり、売上高は294億52百万円（前年同期比10.0%増）となりました。利益面につきましては、営業利益

は６億74百万円（前年同期比36.5%増）、経常利益は為替差益を１億57百万円計上したことなどにより、８億79百

万円（前年同期比115.2%増）となりました。また、四半期純利益は投資有価証券売却益３億73百万円を特別利益に

計上したことにより、６億59百万円（前年同期は10百万円の四半期純利益）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、国内においては産業機械業界向、プロセス業界向及びＦＡ空圧機器業界向の売上が減少いた

しましたが、米国子会社の売上が堅調に推移したこと及び円安による増収の影響により売上は増加いたしました。

この結果、売上高は151億67百万円（前年同期比10.4%増）となりました。 
  
圧力センサ事業     

圧力センサ事業では、需要が低迷していた建設機械用圧力センサは売上が増加し、産業機械業界向及び半導体

業界向の売上も増加いたしました。また、圧力計事業同様に円安による増収の影響がありました。 

この結果、売上高は80億43百万円（前年同期比17.4%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、電力業界向の油圧ポンプユニットの売上は増加いたしましたが、自動車・電子部品関

連業界向のエアリークテスター及び工場生産自動化設備用の空気圧機器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33億１百万円（前年同期比0.2%増）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増加いたしました。 

この結果、その他事業の売上高は29億39百万円（前年同期比1.9%増）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は377億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ28億58百万円増加いた

しました。主な要因は、受取手形及び売掛金とたな卸資産の増加によるものであります。 

 負債は220億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億13百万円増加いたしました。主な要因は、支払手形

及び買掛金と短期借入金の増加によるものであります。 

 また、純資産は157億35百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億44百万円増加いたしました。主な要因は、

利益剰余金とその他有価証券評価差額金の増加によるものであります。この結果、自己資本比率は前連結会計年度

末比0.5ポイント増の41.2%となりました。 

    

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

連結業績予想につきましては、平成25年11月12日の「平成26年３月期第２四半期累計期間の業績予想と実績値と

の差異および平成26年３月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」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。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

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：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,735,040 3,987,238

受取手形及び売掛金 7,330,732 8,123,395

有価証券 3,820 3,821

たな卸資産 6,723,643 7,343,954

繰延税金資産 291,890 284,356

その他 864,957 1,060,421

貸倒引当金 △44,282 △65,809

流動資産合計 18,905,801 20,737,378

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,543,268 9,839,380

減価償却累計額 △7,528,704 △7,674,610

建物及び構築物（純額） 2,014,564 2,164,770

機械装置及び運搬具 17,514,783 18,013,092

減価償却累計額 △15,105,468 △15,766,781

機械装置及び運搬具（純額） 2,409,314 2,246,311

土地 3,881,688 4,115,094

リース資産 229,685 247,937

減価償却累計額 △114,823 △145,301

リース資産（純額） 114,862 102,635

建設仮勘定 686,999 408,290

その他 4,202,098 4,199,854

減価償却累計額 △4,054,231 △4,076,006

その他（純額） 147,867 123,847

有形固定資産合計 9,255,295 9,160,949

無形固定資産   

リース資産 53,667 222,319

その他 1,306,694 1,140,699

無形固定資産合計 1,360,361 1,363,018

投資その他の資産   

投資有価証券 3,955,650 4,505,018

繰延税金資産 73,469 358,904

その他 1,480,691 1,765,441

貸倒引当金 △90,066 △91,110

投資その他の資産合計 5,419,744 6,538,253

固定資産合計 16,035,402 17,062,222

資産合計 34,941,203 37,799,600
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,846,558 3,286,482

短期借入金 6,013,547 6,388,875

1年内返済予定の長期借入金 1,193,429 1,213,254

リース債務 263,584 286,557

未払法人税等 195,446 488,444

繰延税金負債 74,861 53,833

賞与引当金 449,419 280,018

その他 1,318,220 1,649,200

流動負債合計 12,355,067 13,646,667

固定負債   

長期借入金 4,477,545 4,338,074

リース債務 701,860 545,002

繰延税金負債 645,506 930,412

退職給付引当金 2,084,302 2,319,229

役員退職慰労引当金 177,923 185,590

資産除去債務 31,937 32,248

その他 76,027 66,941

固定負債合計 8,195,104 8,417,500

負債合計 20,550,171 22,064,167

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,380,126 4,380,126

資本剰余金 4,478,591 4,478,541

利益剰余金 5,405,594 5,910,815

自己株式 △44,936 △44,905

株主資本合計 14,219,375 14,724,578

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 731,558 1,196,978

為替換算調整勘定 △725,072 △360,972

その他の包括利益累計額合計 6,485 836,005

少数株主持分 165,170 174,848

純資産合計 14,391,032 15,735,432

負債純資産合計 34,941,203 37,799,600
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 26,779,202 29,452,105

売上原価 20,391,644 22,167,329

売上総利益 6,387,558 7,284,776

販売費及び一般管理費 5,893,294 6,610,093

営業利益 494,263 674,683

営業外収益   

受取利息 14,089 20,059

受取配当金 74,362 83,643

為替差益 － 157,254

持分法による投資利益 47,418 84,250

雇用調整助成金 44,553 39,181

その他 115,968 155,770

営業外収益合計 296,393 540,159

営業外費用   

支払利息 186,491 176,343

為替差損 49,566 －

その他 146,074 159,441

営業外費用合計 382,132 335,785

経常利益 408,524 879,057

特別利益   

固定資産売却益 1,316 5,544

投資有価証券売却益 43,514 373,212

特別利益合計 44,830 378,757

特別損失   

固定資産売却損 2,052 191

固定資産除却損 5,492 17,330

減損損失 － 101,692

ゴルフ会員権評価損 3,700 －

早期割増退職金 － 144,667

その他 400 9

特別損失合計 11,646 263,891

税金等調整前四半期純利益 441,708 993,923

法人税、住民税及び事業税 257,447 396,794

法人税等調整額 182,835 △65,253

法人税等合計 440,282 331,541

少数株主損益調整前四半期純利益 1,425 662,382

少数株主利益又は少数株主損失（△） △8,695 3,050

四半期純利益 10,121 659,332
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,425 662,382

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △237,659 465,422

為替換算調整勘定 △59,177 323,265

持分法適用会社に対する持分相当額 △10,370 41,063

その他の包括利益合計 △307,208 829,751

四半期包括利益 △305,782 1,492,134

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △297,081 1,488,852

少数株主に係る四半期包括利益 △8,700 3,281

長野計器㈱（7715） 平成26年３月期　第３四半期決算短信

－6－



  該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。   

  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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  

（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．セグメント利益又は損失の調整額8,303千円には、セグメント間取引消去△7,287千円、のれんの償却額15,591

千円が含まれております。 

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。  
  
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３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31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  

（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．セグメント利益又は損失の調整額6,550千円は、セグメント間取引消去の金額となります。 

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。  
  
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３四半期連結累計期間において、「圧力センサ」事業が有する機械装置について、減損損失を101,692千円計

上しております。 

   

（３）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  （単位：千円） 

  

  

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 
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 
 13,744,064  6,854,200 3,296,412 23,894,676 2,884,525  26,779,202  － 26,779,202

 (2）セグメント間 

     の内部売上高 

  又は振替高 

 1,012  43,207 511 44,732 5,198  49,930  △ 49,930 －

計  13,745,077  6,897,408 3,296,923 23,939,409 2,889,723  26,829,132  △ 49,930 26,779,202

セグメント利益又は

損失（△） 
 613,291  △ 357,196 163,103 419,198 83,368  502,567  △ 8,303 494,263

  （単位：千円） 

  

  

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 
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 
 15,167,258  8,043,793 3,301,449 26,512,502 2,939,603  29,452,105  － 29,452,105

 (2）セグメント間 

     の内部売上高 

  又は振替高 

 589  26,403 659 27,652 6,378  34,030  △ 34,030 －

計  15,167,848  8,070,197 3,302,108 26,540,154 2,945,981  29,486,136  △ 34,030 29,452,105

セグメント利益又は

損失（△） 
 549,519  △ 33,402 102,807 618,924 49,208  668,132  6,550 674,683
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