
１．平成18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 69円66銭 

※ 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々

な要因によって予想数値と異なる可能性があります。上記の業績予想に関する事項は、添付資料５ページをご参照下

さい。 

なお、平成18年３月31日付にて、開示いたしました「Ashcroft Holdings,Inc.の株式の取得に関するお知らせ」のと

おり、同社株式を取得の予定でありますが、現時点では取得していないため、取得日に連結業績予想及び単体の業績

予想を変更いたします。 

平成18年３月期 決算短信（連結） 
(財)財務会計基準機構会員

 平成18年５月11日  

上場会社名 長野計器株式会社 上場取引所 東 

コード番号 7715 本社所在都道府県 東京都  

(URL http://www.naganokeiki.co.jp/) 

代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 宮下 茂 

問合せ先責任者 役職名 執行役員 経理部長   氏名 矢島 寿衛 ＴＥＬ  （03）3776－5333 

決算取締役会開催日 平成18年５月11日 

米国会計基準採用の有無 無 

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 24,304 4.5 1,526 △19.4 1,752 △13.2

17年３月期 23,255 12.3 1,893 18.2 2,018 18.1

 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

株主資本 

当期純利益率 

総資本 

経常利益率 

売上高 

経常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 1,140 △9.7 72 96 69 42 6.1 5.5 7.2

17年３月期 1,262 20.8 95 95 90 93 7.7 6.9 8.7

（注）①持分法投資損益 18年３月期   53百万円 17年３月期 44百万円 

②期中平均株式数（連結） 18年３月期  15,072,370株 17年３月期 12,656,302株 

③会計処理の方法の変更 有 

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。 

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 34,257 19,809 57.8 1,312 10

17年３月期 29,983 17,845 59.5 1,298 46

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 15,067,002株 17年３月期 13,706,422株 

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期 1,151 △1,358 △901 1,683

17年３月期 1,008 914 130 2,792

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 ９社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 ４社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） １社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 0社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

 売上高 経常利益 当期純利益 

  百万円 百万円 百万円

中間期 12,000  870  480  

通 期 25,800  1,990  1,090  
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１．企業集団等の状況 

 当社グループは、当連結会計年度より新たに子会社として㈱サンキャストが加わり、当社及び子会社11社、関連会社

５社により構成されております。 

 当社グループが営んでいる事業は、圧力計、圧力センサ等の製造販売を主に、これらに附帯する事業及び応用製品等

の製造販売を行っております。事業内容と当社及び子会社並びに関連会社の当該事業に係る位置付けなどは、次のとお

りであります。 

 以上の企業集団等についての概要図は、次のとおりであります。 

 
（注）①子会社のうち、㈱フクダ朝霞事業所・長野福田(天津)儀器儀表有限公司は連結の範囲から除いており、その他の子会社はすべて連結の 

対象としております。また、上記非連結子会社２社及び関連会社のうち、FUKUDA USA Inc.は持分法の適用範囲から除いており、その他

の関連会社はすべて持分法を適用しております。 

②関連会社のAshcroft-Nagano,Inc.は、当連結会計年度より商号をDresser-Nagano,Inc.からAshcroft-Nagano,Inc.に変更しております。

事業部門 主な事業内容 会社 

精

密

機

器

事

業 

圧力計 圧力計の製造・販売 当社、㈱長野汎用計器製作所、㈱ナガノ、㈱ナガノ計装、 

㈱ヨシトミ、ゼットエイ㈱、㈱キャステク、 

トキコナガノ㈱、KOREA NAGANO CO.,LTD.  （会社総数 ９社） 

圧力センサ 圧力センサの製造・販売 当社、㈱フクダ、長野福田(天津)儀器儀表有限公司、 

トキコナガノ㈱、ゼットエイ㈱、KOREA NAGANO CO.,LTD.、 

Ashcroft-Nagano,Inc.、FUKUDA USA Inc.  （会社総数 ８社） 

その他事業 不動産賃貸 

精密部品の製造・販売 

当社、㈱エポックナガノ          （会社総数 ２社） 

㈱マーシン、㈱サンキャスト、㈱フクダ朝霞事業所   

                    （会社総数 ３社） 

修理保守サービス

の委託･製品の供給

㈱ナガノ計装 

子会社

KOREA NAGANO CO.,LTD. 

関連会社

製品の供給

Ashcroft-Nagano,Inc. 

関連会社ロイヤルティの支払 

部品の供給 

製品の供給

製品の供給

部品の供給

製品の供給

部品の供給

部品の供給

部品の供給

施設運営管理

製品の供給

㈱長野汎用計器製作所 

子会社 

㈱ナガノ 

子会社 

㈱ヨシトミ 

子会社 

㈱エポックナガノ 

子会社 

㈱マーシン 

子会社 

㈱フクダ 

子会社 

子会社 

㈱フクダ朝霞事業所 

子会社 

ゼットエイ㈱ 

子会社 

製品の供給

得     意     先 

長 
 
 

野 
 
 

計 
 
 

器 
 
 

㈱ 

部品の供給

長野福田(天津)儀器儀表

有限公司 

関連会社 

製品の供給

FUKUDA USA Inc. 

トキコナガノ㈱ 

製品の供給

部品の供給

関連会社

部品の加工 

派遣社員の受入

子会社

㈱サンキャスト 

関連会社

部品の供給
㈱キャステク 

製品の供給 
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２．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針  

 当社グループの経営基本方針は、事業分野である「計量・計測・制御機器の製造・販売」を通じ、地域社会や国際

社会の経済発展に貢献することであります。 

 「計量・計測・制御」事業は、時代、産業、文化の歴史の変遷と共に様々な技術革新が求められてきた分野であり

ます。 

 当社グループにおける事業展開のキーワードを「環境・保安・安全」として、新規製品の開発及び製造販売に更な

る研鑽を続けております。 

 また、行動指針として「顧客志向」を標榜しており、品質・納期・価格におけるお客様の満足度の向上を推進すべ

く努力しております。 

 このように、株主の皆様の信頼と期待に応えられる持続的成長企業を目指して、絶えざる革新こそ企業存立の原点

であるとの認識のもと、圧力計測機器の専業メーカーとして「一芸を極めて世界に挑戦」を念頭にグローバルな視点

での事業展開を精力的に進めてまいります。 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

 当社は、上記経営の基本方針のもと、経営の効率化により収益の向上を図り株主の皆様に対する利益還元を行うこ

とを経営の重要政策の一つと考えており、将来の経営基盤強化のための内部留保の充実を図りつつ業績を勘案し、配

当を安定的かつ継続的に行うことを基本方針としております。当期の１株当たり配当金につきましては、前期実施い

たしました記念配当２円50銭を普通配当に組入れ、さらに、２円50銭を加えて年間25円（中間配当金11円25銭実施）

とさせていただきたいと存じます。 

 また、平成12年３月期以降毎期継続してまいりました株式分割につきましては、株主の皆様に対する利益還元の観

点から、今後も考慮してまいります。 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

 当社は、当社株式の流動性の向上及び株主構成における個人投資家層の拡大を図るため、平成18年１月４日より株

式の売買単位を1,000株から100株に引下げました。 

(4) 目標とする経営指標 

 当社グループは、次の指標を重要な目標として設定しており、この指標を高めることで企業価値の向上が図れるも

のと考え、目標値の達成を目指しております。 

① 株主資本利益率  ８％以上 

② 売上高経常利益率 10％以上 

  

(5) 中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 

 当社は、平成16年４月より中期３ヶ年事業計画をスタートさせ、その根幹をなす経営戦略を次の４項目といたしま

した。 

① グローバル化の推進を図る。 

 圧力センサにおいては、世界的な環境規制の厳格化の流れの中で、既に実績のある自動車業界向に地域的拡大

を図ると同時に、建設機械、農業機械等の各産業用への用途拡大を図る等のグローバル展開を推進してまいりま

す。 

なお、平成17年５月、欧州での今後の需要拡大による供給体制の整備を図るため、ドイツに物流センター（ソ

リューションズサポートセンター）を開設いたしました。今後は、同地域での需要動向を十分に見極めた上で、

アッセンブリー工場の設置も検討してまいります。 

また、平成17年８月に自動車産業界用の国際的な品質マネジメントシステムであるISO/TS16949の認証を取得

いたしました。これは、圧力センサの自動車業界へのグローバル展開に際し、お客様の品質要求の満足度をより

高めることを狙いとしております。 

② 圧力センサの「月産250万個達成」を図る。 

 圧力センサ素子の生産設備能力は月産 250万個を有しており、拡大する圧力センサ需要に対しコスト競争力の

強みを生かした積極的な取組みを行い、生産設備の高稼働率を実現し、圧力センサ事業の更なる拡大を図ってま

いります。 

③ シェアの拡大と国際競争力の確立。 

 圧力計の「品質・価格・納期」のオンリーワン企業を目指し、国内シェアの拡大と国際競争力を確立してまい
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ります。 

従来、労働集約的な生産によって行われておりました圧力計の組立・調整作業の機械化を図り、一部製品につ

いては完全自動化を進めました。これにより、対象機種である一般圧力計の生産能力は、従来の約２倍となり効

率化、合理化が図られます。 

需要先からの短納期要求や価格要求はますます強まってきておりますが、生産の機械化によりこの要求にも応

え、国内におけるリーディングカンパニーとしての地位を確固たるものにしてまいります。 

また、海外圧力計メーカーとの競合も激化しており、生産の機械化効率の最大化を図ってまいります。 

④ 新製品の投入、新市場開拓による業容の拡大を図る。 

 圧力計測機器の専業メーカーとして、研究開発体制の充実を図り、世界に通用する新製品・新技術の研究開発

を行ってまいります。販売面においては、セールスエンジニアを強化し、顧客に密着した新市場開拓を展開し、

飛躍を図ってまいります。 

 平成18年１月に圧力、温度、流量を基本技術とした計測制御機器の早期開発と販売拡大を目的として、設計・

製造・営業を一体化した部門を設置いたしました。これにより圧力計・圧力センサに次ぐ第三の柱を早期に立ち

上げて、新製品の投入と新市場開拓を強力に進めてまいります。 

 また、光ファイバーをセンシングエレメントとした計測技術の導入やワイヤレス圧力センサの開発により、製

品化が完了いたしました。今後は、更に製品の機能アップを図ると同時に、新市場開拓を進め販売の拡大に努め

てまいります。 

さらに、圧力センサ素子の素材として「金属ガラス」の採用を図ることとし、圧力センサの更なる小型化・高

性能化を追求してまいります。 

(6) 親会社等に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

３．経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

① 当連結会計年度の概況 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、原油、原材料価格の高騰による懸念材料があったものの、企業業績の

改善による設備投資の増加や輸出の持ち直し、また個人消費の増加等により景気は回復基調となりました。 

  このような経済状況下において、当社グループは、売上の拡大のため業種業界別販売体制により、好調な設備

投資関連分野や輸出関連分野を中心に積極的な販売活動を展開いたしました。 

  工業計測用や建設機械業界向の圧力計、圧力センサは、共に堅調に推移いたしましたが、前連結会計年度にお

いて売上を大きく伸ばした半導体業界向の圧力計、圧力センサの売上は減少となり、さらに自動車用圧力センサ

においても売上は減少となりました。 

  なお、平成17年９月にダイカスト部品の製造販売を行う株式会社サンキャストを新たに連結子会社としたこと

により、売上は増加となりました。 

  費用面では、生産の合理化による原価低減と経費の削減に取り組んでまいりましたが、当連結会計年度より導

入いたしました圧力計の組立自動化・セル生産ラインの立ち上がりが遅れたことにより、当初計画していた効果

を上げることができませんでした。また、原油、原材料価格の高騰、次世代製品のための研究開発への積極的な

先行投資、企業買収に伴う一時費用等が利益を押し下げる要因となりました。 

  この結果、当連結会計年度の売上高は243億４百万円（前連結会計年度比10億49百万円 4.5％増）、経常利益

は17億52百万円（同２億65百万円 13.2％減）、当期純利益は11億40百万円（同１億22百万円 9.7％減）とな

りました。 

  なお、当社は平成18年３月31日開催の取締役会において、圧力・温度計測器の製造販売の大手企業で世界的な

ブランド力を持つ米国のAshcroft Holdings,Inc.の株式を、米国の投資組合KPS Special Situations Fund から

100％取得して完全子会社とすることを決議し、同日、同投資組合と平成18年５月30日を株式の引渡し予定日と

する株式購入契約を締結いたしました。 

 各事業部門別の概況は、次のとおりであります。 

  

【圧力計事業部門】 

 圧力計事業部門では、需要の回復を見込んでおりました半導体業界向圧力計は、受注案件の先送り等により低

調に推移し売上は減少したものの、工業計測用や建設機械業界向の圧力計は、堅調な設備投資を背景として好調

に推移し売上は増加いたしました。 
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 また、計測制御機器につきましては、新規開発製品の立ち上げの遅れにより低調に推移いたしました。 

 この結果、圧力計事業部門の当連結会計年度における売上高は119億35百万円となり、前連結会計年度比３億

81百万円（3.3％）の増収となりました。 

【圧力センサ事業部門】 

 圧力センサ事業部門では、圧力計事業部門と同様に工業計測用や建設機械業界向の圧力センサは、好調に推移

し売上は増加いたしましたが、半導体業界向圧力センサは、低調に推移し売上は減少いたしました。自動車用圧

力センサにおいては、主要ユーザーでの内製化の拡大と、新規ユーザーへの納入の立ち上がり遅れにより、ディ

ーゼルエンジン制御用、ブレーキシステム用共に当初の需要予想を下回り売上は減少いたしました。 

 また、計測制御機器につきましては、自動車業界や電子部品関連業界からの需要が堅調なエアリークテスター

が、売上を伸ばしました。 

 この結果、圧力センサ事業部門の当連結会計年度における売上高は111億17百万円となり、前連結会計年度比

４億39百万円（3.8％）の減収となりました。 

【その他事業部門】 

 その他事業部門では、当連結会計年度よりダイカスト部品の製造販売を行う株式会社サンキャストが新たに連

結子会社として加わり、これにより同社の６ヵ月間の業績が寄与しております。 

 この結果、その他事業部門の当連結会計年度における売上高は12億52百万円となり、前連結会計年度比11億７

百万円（764.0％）の大幅な増収となりました。 

  

② 次期の見通し 

 今後の見通しにつきましては、企業業績の回復を背景に明るい兆しが見られますが、原油、原材料価格の更な

る上昇や金融政策の変更などの不安材料もあり、厳しい状況が続くものと思われます。 

 平成19年３月期は当社の中期３ヶ年計画の最終年度にあたる重要な年度であり、環境の変化を機敏にとらえ、

目標達成に向けて意欲的に取り組んでまいります。 

 売上につきましては、工業計測用や建設機械業界向は依然堅調に推移し、半導体業界向は需要の回復による増

加を見込んでおります。また、自動車用圧力センサはほぼ横這いと見込んでおります。 

 上記より、平成19年３月期の連結業績予想につきましては、売上高258億円、経常利益19億90百万円、当期純

利益10億90百万円を見込んでおります。 
  
(2) 財政状態 

① 資産、負債及び資本の状況 

 総資産は、主に株式会社サンキャストを子会社としたこと、及び投資有価証券の時価評価差益による増加等に

より、前期末比42億74百万円増の342億57百万円となりました。 

 負債は、主に株式会社サンキャストを子会社としたこと、及び投資有価証券の時価評価差益増による繰延税金

負債の増加等により、前期末比22億37百万円増の143億70百万円となりました。 

 株主資本は、利益剰余金の増加及びその他有価証券評価差額金の増加等により、前期末比19億64百万円増の

198億9百万円となり、株主資本比率は前期末比1.7ポイント減の57.8%となりました。 
  

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は16億83百万円となり、前連結会計年

度末27億92百万円に対し、11億9百万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11億51百万円（前連結会計年度は10億８百万円の収入）となりました。 

収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益18億38百万円、減価償却費11億７百万円であり、支出の主な内訳

は、売上債権の増加額５億72百万円、たな卸資産の増加額７億24百万円及び法人税等の支払額７億45百万円であ

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13億58百万円（前連結会計年度は９億14百万円の収入）となりました。 

これは主に、子会社取得による収入３億７百万円と投資有価証券の取引による収入４億６百万円などがあったも

のの、生産設備等の有形固定資産の取得による支出14億22百万円、定期預金の預入による支出（純額）６億98百

万円があったことなどによるものであります。 
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（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９億１百万円（前連結会計年度は１億30百万円の収入）となりました。 

 これは主に、短期借入金の増加による収入（純額）が１億49百万円あったものの、長期借入金の返済による支

出（純額）６億40百万円、配当金の支払による支出３億58百万円があったことなどによるものであります。 

  

③ キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 （注） 自己資本比率：             自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：       株式時価総額／総資産 

債務償還年数：             有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：   営業キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースでの財務数値により算出しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

(3) 事業等のリスク 

 当社グループの事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考えられる主

な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項は、以下のとおりであり、当社グループは、

これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針であります。 

 なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであ

り、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。 

① 経済状況 

圧力計・圧力センサ事業の工業計測分野の需要は、国内外における設備投資動向の影響を受ける傾向にあり、

国内外の経済環境の悪化により設備投資動向に陰りが生じた場合、また、圧力センサ事業の自動車分野において

も、個人消費の低迷により自動車販売が低調となった場合など受注環境の悪化と素材価格の上昇を販売価格へ転

嫁できない場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

② 為替レートの変動 

当社グループの事業には、海外への製品販売が含まれております。自動車用圧力センサの主力市場である欧州

へは、円建取引を基本としておりますが、今後、外貨建取引が増加した場合、為替変動の影響を受ける可能性が

あります。  

また、当社製品へ組込みとなる電子部品の一部は、ドル建にて輸入しており、ドルに対する円安はコスト増加

となり、業績へ悪影響を及ぼす可能性があります。 

③ 新製品開発力 

当社グループは、圧力計測機器の専業メーカーとしての地位を確固たるものとすべく、圧力センサに開発投資

を集中させております。 

圧力センサ需要分野は、自動車分野と工業計測分野とに区分されます。 

自動車分野の開発投資は、自動車メーカーからの「自動車のインテリジェント化の急進に対応するような製品

の開発要請」を基に行っておりますが、これらの要請に追随できなくなった場合、または自動車メーカーからの

要請が入らなくなった場合は、当社独自での開発テーマの設定及び新たな製品開発が困難となり、この分野での

需要に対応できなくなる可能性があります。 

基礎研究開発投資は、当社グループによる独自のテーマ設定の基に、産官学との協調体制を執りながら進めて

おりますが、これらの開発投資が新製品や新技術へと発展する保証はありません。 

 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 

自己資本比率（％） 52.3 59.5 57.8 

時価ベースの自己資本比率（％） 59.1 80.9 80.8 

債務償還年数（年） 3.4 5.3 5.0 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 13.6 8.1 10.8 
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④ 競争力 

圧力計測機器業界における競争は大変厳しいものとなっており、当社グループは競争の激化に直面すると予想

されます。 

自動車業界向圧力センサは、電装メーカーによるサプライヤの選別や部品調達の方法において、国際的なイン

ターネットオークションによる方式がすでに定着化しつつあり、また、海外におけるプラント用圧力計測機器市

場は、グローバルな競争下にあります。 

一方、国内市場においても、海外メーカーとの競争が定常化しつつあります。 

当社グループは、圧力計測機器の専業メーカーとして、技術的優位性を基盤に高品質な製品を市場へ送り出し

世界的リーディングカンパニーの一社であると考えておりますが、価格面での有効な対応ができない場合は市場

を失うこととなり、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 海外進出 

自動車業界向圧力センサの主要顧客は、現在及び将来共に海外にあると予想されており、これら海外の顧客の

拡大を目的として、現地での組立工場の設置を視野に入れる一方、顧客情報の収集やサービスの充実を目的にセ

ールスエンジニアの登用を計画しておりますが、顧客の支持を得られない可能性もあります。 

また、米国市場での自動車、建設機械、各種産業機械分野への販売拠点として関係会社Ashcroft-Nagano,Inc.

の活用を図っておりますが、同社が十分な活動ができない場合、適切な人材確保ができない場合、顧客の支持が

得られない場合等により、米国市場での拡販策が進展しない可能性があります。 

また、この場合Ashcroft-Nagano,Inc.の業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。  

⑥ 重要部品・重要加工工程の外部依存 

当社グループは、重要部品及び重要加工工程を当社グループ内で製造するよう努める一方で、二社購買を基本

とした外部依存による生産体制としております。 

しかし、一部には二社購買が不可能な重要部品及び重要加工工程も存在しており、これらについては必要に応

じて戦略的な購買措置を講じておりますが、これにより重要部品の不足及び重要加工工程の遅れが生じないとい

う保証にはなりません。 

重要部品の不足及び重要加工工程の遅れは、製品の供給遅延、価格高騰、品質管理上へ支障をきたす可能性が

あります。  

⑦ 製品の欠陥 

当社グループは、世界的に認められている品質管理基準(ISO9001、ISO/TS16949)に従って、各種の製品を製造

しております。 

しかし、全ての製品について欠陥が無く、将来においてリコール又は製造物賠償責任が発生しないという保証

はありません。 

大規模なリコールや製造物賠償責任につながるような製品の欠陥は、多額のコストが発生したり、当社グルー

プの製品の信用に重大な影響を与えることとなり、これにより需要が低下し、当社グループの業績と財務状況に

悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑧ 有価証券投資 

当社グループは、技術提携等を目的とした株式の相互保有と余資運用の一環としての有価証券投資を行ってお

ります。 

運用及び投資対象銘柄につきましては、安全性と収益性を総合的に勘案しておりますが、有価証券市場の動向

によって、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 
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４．連結財務諸表等 
(1）連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
対前年比

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

増減
（千円） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金   3,430,038   3,017,728  

２．受取手形及び売掛
金 

   6,746,109   7,876,476  

３．有価証券   152,416   27,493  

４．たな卸資産   3,467,867   4,379,830  

５．繰延税金資産   276,940   325,497  

６．その他   594,304   637,128  

貸倒引当金   △54,055   △61,200  

流動資産合計   14,613,621 48.7  16,202,954 47.3 1,589,332

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※2 7,326,001   7,639,965   

減価償却累計額  4,817,993 2,508,007  5,180,598 2,459,366  

(2）機械装置及び運
搬具 

※2 11,803,429   13,393,852   

減価償却累計額  8,676,345 3,127,084  9,926,707 3,467,145  

(3）土地 ※2  2,510,844   2,806,705  

(4）建設仮勘定   561,833   699,409  

(5）その他 ※2 2,996,841   3,215,138   

減価償却累計額  2,630,996 365,845  2,792,909 422,229  

有形固定資産合計   9,073,615 30.3  9,854,856 28.8 781,240

２．無形固定資産   67,690 0.2  63,836 0.2 △3,853

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※1  4,952,877   7,043,339  

(2）繰延税金資産   423,257   132,146  

(3）その他 ※1  859,795   968,343  

貸倒引当金   △7,485   △8,013  

投資その他の資産
合計 

  6,228,444 20.8  8,135,817 23.7 1,907,372

固定資産合計   15,369,750 51.3  18,054,510 52.7 2,684,759

資産合計   29,983,372 100.0  34,257,464 100.0 4,274,091
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前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
対前年比

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

増減
（千円） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．支払手形及び買掛
金 

   1,918,350   3,064,470  

２．短期借入金 ※2  3,143,197   3,550,221  

３．一年内返済予定長
期借入金 

※2  754,316   1,016,344  

４．未払法人税等   408,702   435,432  

５．賞与引当金   467,785   482,286  

６．その他   973,625   1,066,690  

流動負債合計   7,665,978 25.6  9,615,445 28.1 1,949,467

Ⅱ 固定負債        

１．社債    1,050,000   1,120,000  

２．長期借入金 ※2  1,441,327   1,139,435  

３．繰延税金負債    －   499,260  

４．退職給付引当金   1,721,894   1,705,353  

５．役員退職慰労引当
金 

  80,887   99,968  

６．連結調整勘定   42,545   64,856  

７．その他   130,395   125,746  

固定負債合計   4,467,050 14.9  4,754,620 13.9 287,570

負債合計   12,133,028 40.5  14,370,066 42.0 2,237,037

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   4,645 0.0  77,414 0.2 72,769

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※4  3,379,680 11.3  3,379,680 9.9 －

Ⅱ 資本剰余金   3,479,443 11.6  3,479,695 10.2 251

Ⅲ 利益剰余金   9,966,510 33.2  10,698,490 31.2 731,979

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  1,028,127 3.4  2,277,183 6.6 1,249,055

Ⅴ 自己株式 ※5  △8,063 △0.0  △25,066 △0.1 △17,003

資本合計   17,845,699 59.5  19,809,982 57.8 1,964,283

負債、少数株主持分
及び資本合計 

  29,983,372 100.0  34,257,464 100.0 4,274,091
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(2）連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

対前年比

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減
（千円） 

Ⅰ 売上高   23,255,261 100.0  24,304,976 100.0 1,049,715

Ⅱ 売上原価   17,120,383 73.6  18,261,638 75.1 1,141,255

売上総利益   6,134,877 26.4  6,043,337 24.9 △91,539

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

       

１．荷造運賃  337,297   402,815   

２．給与諸手当  1,140,272   1,160,949   

３．福利厚生費  271,438   285,329   

４．賞与引当金繰入額  159,869   137,312   

５．退職給付引当金繰
入額 

 62,883   44,068   

６．役員退職慰労引当
金繰入額 

 5,850   13,221   

７．貸倒引当金繰入額  24,371   2,138   

８．減価償却費  62,244   70,658   

９．研究開発費 ※1 755,246   895,651   

10．その他  1,422,164 4,241,640 18.3 1,504,674 4,516,819 18.6 275,179

営業利益   1,893,237 8.1  1,526,518 6.3 △366,719

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  87,381   61,323   

２．受取配当金  45,384   65,911   

３．賃貸料収入  24,280   26,653   

４．連結調整勘定償却
額 

 6,193   16,615   

５．作業屑売却益  18,536   65,630   

６．開発助成金  64,632   71,627   

７．持分法による投資
利益 

 44,572   53,205   

８．その他  77,136 368,117 1.6 78,560 439,526 1.8 71,409

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  126,719   109,677   

２．手形売却損  38,403   55,845   

３．たな卸資産廃却損  36,436   －   

４．支払手数料  －   29,083   

５．その他  41,595 243,154 1.0 19,002 213,608 0.9 △29,546

経常利益   2,018,199 8.7  1,752,437 7.2 △265,762
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前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

対前年比

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減
（千円） 

Ⅵ 特別利益        

１．固定資産売却益 ※2 6,460   208   

２．投資有価証券売却
益 

 273,858   172,320   

３．投資事業組合出資
収益 

 －   97,663   

４．その他  31,876 312,194 1.3 2,216 272,408 1.1 △39,785

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産売却損 ※3 －   272   

２．固定資産除却損 ※4 24,553   17,559   

３．投資有価証券評価
損 

 196,600   －   

４．投資有価証券売却
損 

 15,385   43,612   

５．投資事業組合出資
損失 

 15,592   44,524   

６．退職給付会計基準
変更時差異償却 

 30,982   －   

７．たな卸評価損  －   72,470   

８．その他  19,210 302,324 1.3 8,343 186,781 0.7 △115,543

税金等調整前当期
純利益 

  2,028,069 8.7  1,838,064 7.6 △190,005

法人税、住民税及
び事業税 

 725,003   775,881   

法人税等調整額  36,810 761,813 3.3 △89,728 686,152 2.8 △75,660

少数株主利益   3,362 0.0  11,748 0.1 8,386

当期純利益   1,262,894 5.4  1,140,163 4.7 △122,730
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(3）連結剰余金計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

対前年比

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減
（千円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   2,545,030  3,479,443 934,413

 Ⅱ 資本剰余金増加高        

１．増資による新株の発行  905,949  －  

２．自己株式処分差益  28,463 934,413 251 251 △934,161

Ⅲ 資本剰余金期末残高   3,479,443  3,479,695 251

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   8,919,933  9,966,510 1,046,576

Ⅱ 利益剰余金増加高      

当期純利益  1,262,894 1,262,894 1,140,163 1,140,163 △122,730

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．配当金  188,717  359,758  

２．役員賞与  27,600 216,317 48,425 408,183 △191,865

Ⅳ 利益剰余金期末残高   9,966,510  10,698,490 731,979
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

対前年比

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減
（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

税金等調整前当期純
利益 

 2,028,069 1,838,064 

減価償却費  1,049,580 1,107,935 

連結調整勘定償却額  △6,193 △16,615 

貸倒引当金の増減額
(減少：△) 

 24,119 △27,826 

賞与引当金の増減額
(減少：△) 

 17,687 844 

退職給付引当金の増
減額(減少：△) 

 78,367 △26,349 

受取利息及び受取配
当金 

 △132,765 △127,234 

支払利息  126,719 109,677 

手形売却損  38,403 55,845 

投資有価証券売却益  △273,858 △172,320 

投資有価証券売却損  15,385 43,612 

投資有価証券評価損  196,600 － 

投資事業組合出資利
益 

 － △97,663 

投資事業組合出資損
失 

 － 44,524 

売上債権の増減額 
(増加：△) 

 △1,177,381 △572,791 

たな卸資産の増減額
(増加：△) 

 △278,961 △724,804 

仕入債務の増減額 
(減少：△) 

 280,999 625,212 

未払消費税等の増減
額(減少：△) 

 △51,469 △82,696 

その他  △27,497 △83,328 

小計  1,907,806 1,894,084 △13,721

利息及び配当金の受
取額 

 160,529 163,131 

利息の支払額  △124,117 △106,979 

手形売却損  △36,984 △53,255 

法人税等の支払額  △898,569 △745,932 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  1,008,662 1,151,049 142,386
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前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

対前年比

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減
（千円） 

Ⅱ 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 

 △7,519,174 △1,524,940 

定期預金の払戻によ
る収入 

 8,894,355 826,117 

有形固定資産の取得
による支出 

 △942,739 △1,422,380 

有形固定資産の売却
による収入 

 86,932 369 

投資有価証券の取得
による支出 

 △1,855,514 △2,024,058 

投資有価証券の売却
による収入 

 2,125,517 2,430,655 

新規連結子会社取得
による収入 

※2  － 307,993 

その他  125,543 47,761 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 914,920 △1,358,481 △2,273,401

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

短期借入による収入  23,471,197 23,295,221 

短期借入金の返済に
よる支出 

 △24,319,000 △23,146,197 

長期借入による収入  670,000 230,000 

長期借入金の返済に
よる支出 

 △1,390,846 △870,294 

社債償還による支出  － △10,000 

株式発行による収入  1,793,172 － 

自己株式の売却によ
る収入 

 163,584 1,932 

配当金の支払額  △188,717 △358,419 

少数株主への配当金
の支払額 

 △917 △150 

その他  △67,627 △43,753 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 130,845 △901,661 △1,032,506

Ⅳ 現金及び現金同等物の
増減額(減少：△) 

 2,054,428 △1,109,092 △3,163,521

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 738,059 2,792,488 2,054,428

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期末残高 

※1 2,792,488 1,683,395 △1,109,092

    

- 14 -



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 

 (1)子会社10社のうち次の８社を、連結の対象として 

おります。 

  株式会社 長野汎用計器製作所 

  株式会社 ナガノ 

  株式会社 ナガノ計装 

  株式会社 ヨシトミ 

  株式会社 マーシン 

  株式会社 エポックナガノ 

  株式会社 フクダ 

  ゼットエイ 株式会社  

   

  

  

 (2)非連結子会社２社（株式会社フクダ朝霞事業所、長

野福田(天津)儀器儀表有限公司）は、いずれも小規

模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益及び

利益剰余金等は、いずれも連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外して

おります。 

１．連結の範囲に関する事項 

 (1)子会社11社のうち次の９社を、連結の対象として 

おります。 

  株式会社 長野汎用計器製作所 

  株式会社 ナガノ 

  株式会社 ナガノ計装 

  株式会社 ヨシトミ 

  株式会社 マーシン 

  株式会社 エポックナガノ 

  株式会社 フクダ 

  ゼットエイ 株式会社  

  株式会社 サンキャスト 

   なお、当連結会計年度において株式会社サンキャス

トが新たに子会社となりました。 

 (2)非連結子会社２社（株式会社フクダ朝霞事業所、長

野福田(天津)儀器儀表有限公司）は、いずれも小規

模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益及び

利益剰余金等は、いずれも連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外して

おります。 

２．持分法の適用に関する事項 

  (1)関連会社５社のうち次の４社を、持分法の適用範囲

としております。 

  トキコナガノ株式会社 

  株式会社 キャステク 

  KOREA NAGANO CO.,LTD. 

  DRESSER-NAGANO,Inc. 

   なお、当期より関連会社となっておりますFUKUDA  

USA Inc.は、持分法を適用しておりません。 

  (2)持分法を適用していない非連結子会社(株式会社フ

クダ朝霞事業所、長野福田(天津)儀器儀表有限公

司)及び関連会社FUKUDA USA Inc.は、当期純損益

(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)

等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸

表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重

要性がないため、持分法の適用から除外しておりま

す。 

２．持分法の適用に関する事項 

  (1)関連会社５社のうち次の４社を、持分法の適用範囲

としております。 

  トキコナガノ株式会社 

  株式会社 キャステク 

  KOREA NAGANO CO.,LTD. 

  Ashcroft Nagano,Inc.(旧 DRESSER-NAGANO,Inc.) 

   

  

  (2)持分法を適用していない非連結子会社(株式会社フ

クダ朝霞事業所、長野福田(天津)儀器儀表有限公

司)及び関連会社FUKUDA USA Inc.は、当期純損益

(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)

等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸

表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重

要性がないため、持分法の適用から除外しておりま

す。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算

日と一致しております。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

同左 
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前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法 

 (評価差額は全部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定) 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

② デリバティブ 

 時価法 

② デリバティブ 

同左 

③ たな卸資産 

 (ａ)商品、製品、半製品、原材料及び仕掛品 

   移動平均法に基づく原価法 

 (ｂ)貯蔵品 

   移動平均法に基づく原価法。ただし、一部の 

  資産については最終仕入原価法によっておりま 

  す。 

③ たな卸資産 

 (ａ)商品、製品、半製品、原材料及び仕掛品 

同左 

 (ｂ)貯蔵品 

同左 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

 当社及び連結子会社は、定率法を採用しており

ます。 

 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附

属設備を除く)については、定額法を採用しており

ます。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物    31年 ～ 50年 

機械装置  10年 ～ 11年 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

 当社及び連結子会社は、定額法を採用しており

ます。 

 なお、自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

を採用しております。 

② 無形固定資産 

同左 

(3）重要な繰延資産の処理方法 

  新株発行費 

 支出時に全額費用として処理しております。 

(3）       ────── 

(4）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

(4）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

② 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づき計上しております。 

② 賞与引当金 

同左 
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前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

③ 退職給付引当金 

 当社及び一部の連結子会社は、従業員の退職給

付に備えるため、当連結会計年度における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。 

 なお、会計基準変更時差異は、５年による均等

額を費用処理しております。 

 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定

率法により翌連結会計年度から損益処理しており

ます。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定率

法により費用処理しております。 

③ 退職給付引当金 

 当社及び一部の連結子会社は、従業員の退職給

付に備えるため、当連結会計年度における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。 

 なお、数理計算上の差異は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)に

よる定率法により翌連結会計年度から損益処理し

ております。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定率

法により費用処理しております。 

④ 役員退職慰労引当金 

 当社は、役員退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上しております。 

④ 役員退職慰労引当金 

 当社及び一部の連結子会社は、役員退職慰労金

の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 

 なお、一部の連結子会社は、役員退職慰労金の

内規を当連結会計年度に新設しております。これ

に伴い、当連結会計年度より内規に基づく期末要

支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法

に変更しました。 

 これにより、当連結会計年度発生額11,880千円

は販売費及び一般管理費に、過年度相当額7,209千

円は特別損失に計上しております。 

(5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結会計年度末の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として

処理しております。 

(5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

の基準 

同左 

(6）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

(6）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(7）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、特例処理の要件を満た

しておりますので、特例処理によっております。 

(7）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段---金利スワップ 

ヘッジ対象---借入金 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段---同左 

ヘッジ対象---同左 

③ ヘッジ方針 

 金利変動リスクの低減並びに金融収支改善のた

め、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。

③ ヘッジ方針 

同左 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

 金利スワップについては、特例処理の要件に該当

するため、その判定をもって有効性の判定に代えて

おります。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(8）その他連結財務諸表作成のための基本となる事項 

  消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(8）その他連結財務諸表作成のための基本となる事項 

  消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 全面時価評価法を採用しております。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６．連結調整勘定の償却に関する事項 

 連結調整勘定の償却については、５年間で均等償却

を行っております。 

６．連結調整勘定の償却に関する事項 

同左 

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について

連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成し

ております。 

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 

同左 

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金

及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなっておりま

す。 

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── １．固定資産の減損に係る会計基準 

当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基

準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及

び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適

用しております。これによる損益に与える影響はあり

ません。 

２．従来、たな卸資産廃却損は営業外費用に計上してお 

りましたが、毎期経常的に発生する傾向があることか

ら、当連結会計年度より管理方法の見直しを行い、収

益と費用の対応をより適切に表示するため、売上原価

に含めて計上する方法に変更いたしました。 

この変更により、従来の方法によった場合に比較し

て売上原価は70,735千円増加し、売上総利益及び営業

利益は同額減少しておりますが、経常利益及び税引前

当期純利益に与える影響はありません。  
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表示方法の変更 

追加情報 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法

律第97号）により、証券取引法第２条２項において、投

資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資を有

価証券とみなすこととされたことに伴い、前連結会計年

度まで投資その他の資産の「その他」に含めて表示して

おりました投資事業有限責任組合への出資金を、当連結

会計年度より、「有価証券」及び「投資有価証券」とし

て表示しております。 

 この変更により、「有価証券」及び「投資有価証券」

はそれぞれ、51,761千円、144,189千円増加しておりま

す。 

 なお、前連結会計年度における投資その他の資産の

「その他」に含まれている投資事業有限責任組合への出

資金は266,659千円であります。 

────── 

  

────── 

  

（連結損益計算書） 

  前連結会計年度において特別利益の「その他」に含め

ておりました「投資事業組合出資収益」は特別利益の総

額の100分の10を超えたため、当連結会計年度において

区分掲記することに変更いたしました。 

 なお、前連結会計年度の特別利益の「その他」に含め

ておりました「投資事業組合出資収益」は26,274千円で

あります。 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度において財務活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めておりました「自己株式の売

却による収入」は、重要性が増したため、当連結会計年

度において区分掲記することに変更いたしました。 

 なお、前連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めておりました「自己株式の売

却による収入」は、479千円であります。 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めておりました「投資事業組合

出資収益」及び「投資事業組合出資損失」は、重要性が

増したため、当連結会計年度において区分掲記すること

に変更いたしました。 

 なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めておりました「投資事業組合

出資収益」及び「投資事業組合出資損失」は、それぞれ

26,274千円、15,592千円であります。 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（外形標準課税） 

 実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱

い」（企業会計基準委員会（平成16年２月13日））に基

づき、法人事業税の付加価値割及び資本割40,000千円を

販売費及び一般管理費として処理しております。  

────── 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

投資有価証券（株式） 316,426千円 

その他(出資金) 53,168  

投資有価証券（株式） 344,655千円 

その他(出資金) 48,782  

※２ 担保に供している資産及びこれに対応する債務 

(1）担保に供している資産 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応する債務 

(1）担保に供している資産 

建物及び構築物 1,880,924千円 （1,221,257千円)

機械装置及び運搬
具 

2,990,923 (2,990,923  )

土地 1,499,084 ( 949,644  )

有形固定資産その
他 

241,638 ( 241,638  )

計 6,612,571 (5,403,464  )

建物及び構築物 1,763,606千円 （1,115,181千円)

機械装置及び運搬
具 

3,157,251 (2,979,390    )

土地 1,589,482 (  962,844    )

有形固定資産その
他 

265,454 (  265,454    )

計 6,775,795 (5,322,870    )

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 

短期借入金 590,000千円 (  50,000千円)

一年内返済予定長
期借入金 559,572 ( 519,400  )

長期借入金 763,440 ( 574,880  )

計 1,913,012 (1,144,280  )

短期借入金 590,000千円 (  50,000千円)

一年内返済予定長
期借入金 567,316 ( 322,500  )

長期借入金 880,933 (  252,380  )

計 2,038,249 (  624,880  )

上記のうち（ ）内の金額は、内数で、工場財団

抵当並びに当該債務であります。 

上記のうち（ ）内の金額は、内数で、工場財団

抵当並びに当該債務であります。 

３ 受取手形割引高 2,873,536千円 

受取手形裏書譲渡高 4,133 

３ 受取手形割引高 4,384,291千円 

受取手形裏書譲渡高 6,142 

※４ 当社の発行済株式総数は、普通株式13,712,062株

であります。 

※４ 当社の発行済株式総数は、普通株式15,083,268株

であります。 

※５ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式5,640株

であります。 

※５ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式16,266

株であります。 
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（連結損益計算書関係） 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 研究開発費の総額 

    一般管理費に含まれる研究開発費 

※１ 研究開発費の総額 

    一般管理費に含まれる研究開発費 

       755,246千円               895,651千円 

※２ 固定資産売却益の内訳 ※２ 固定資産売却益の内訳 

機械装置及び運搬具 126千円 

土地 6,323  

有形固定資産その他 10 

計 6,460 

機械装置及び運搬具 208千円 

計 208 

※３ 固定資産売却損の内訳 ※３ 固定資産売却損の内訳 

────── 機械装置及び運搬具 272千円 

計 272 

※４ 固定資産除却損の内訳 ※４ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 6,323千円 

機械装置及び運搬具 12,966 

有形固定資産その他 2,242 

建物取壊撤去費用 2,997 

その他 23 

計 24,553 

建物及び構築物 983千円 

機械装置及び運搬具 11,318 

有形固定資産その他 2,191 

建物取壊撤去費用 3,156 

その他 △90 

計 17,559 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 3,430,038千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 
△640,962 

有価証券勘定に含まれる現金同

等物 
3,412 

現金及び現金同等物 2,792,488 

現金及び預金勘定 3,017,728千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 
△1,337,745 

有価証券勘定に含まれる現金同

等物 
3,412 

現金及び現金同等物 1,683,395 
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① リース取引 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

 

取得価額

相当額  

  

（千円） 

 

減価償却

累計額相

当額 

（千円） 

 

期末残高

相当額  

  

（千円） 

機械装置及び

運搬具 
865,800  532,593  333,206 

有形固定資産

その他 
464,684  282,616  182,067 

無形固定資産 189,593  122,129  67,464 

合計 1,520,078  937,340  582,738 

 

取得価額相

当額  

  

（千円） 

 

減価償却

累計額相

当額 

（千円） 

 

期末残高

相当額  

  

（千円） 

機械装置及び

運搬具 
907,908  631,267  276,640 

有形固定資産

その他 
452,315  282,316  169,998 

無形固定資産 187,064,728  90,037  97,027 

合計 1,547,288  1,003,620  543,667 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

  

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 191,282千円 

１年超 450,680 

合計 641,962 

１年内 201,213千円 

１年超 393,569 

合計 594,782 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 237,294千円 

減価償却費相当額 203,552 

支払利息相当額 29,572 

支払リース料 230,557千円 

減価償却費相当額 198,131 

支払利息相当額 24,364 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

  

  

（減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 

- 22 -



② 有価証券 

１．その他有価証券で時価があるもの 

 ※ 前連結会計年度において時価が著しく下落した有価証券については減損処理を行っており、減損処理後の金額を取

得原価として表示しております。なお、減損処理額は次のとおりであります。 

株式     196,600千円 

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 種類 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日） 

取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

連結貸借対照

表計上額が 

取得原価を超

えるもの 

(1）株式 1,690,208 3,456,956 1,766,747 1,821,468 5,601,938 3,780,470 

(2）債券       

①社債 － － － － － － 

②その他 － － － － － － 

(3）その他 － － － 124,545 128,785 4,239 

 小計 1,690,208 3,456,956 1,766,747 1,946,013 5,730,723 3,784,710 

連結貸借対照

表計上額が 

取得原価を超

えないもの 

(1）株式 48,782 37,633 △11,148 13,422 10,900 △2,522 

(2）債券       

①社債 － － － － － － 

②その他 394,973 381,013 △13,960 195,000 187,740 △7,260 

(3）その他 368,425 324,656 △43,769 197,915 190,363 △7,551 

 小計 812,181 743,303 △68,878 406,337 389,003 △17,333 

合計  2,502,390 4,200,259 1,697,869 2,352,350 6,119,727 3,767,376 

前連結会計年度 
（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

売却額 
（千円） 

売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額 
（千円） 

売却額 
（千円） 

売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額 
（千円） 

2,587,139 273,858 15,385 2,410,727 172,320 43,612 

 
前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日） 

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

(1）非上場株式 379,484 375,284 

(2）投資事業有限責任組合への出資 205,711 229,328 

(3）その他 3,412 3,412 

合計 588,608 608,026 
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４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日） 

１年内 
（千円） 

１年超５年
以内 
（千円） 

５年超10年
以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

１年内 
（千円） 

１年超５年
以内 
（千円） 

５年超10年
以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

(1）債券         

①社債 － － － － － － － － 

②その他 99,973 100,000 － 181,040 － － － 187,740 

(2）その他 49,030 456,251 － － 24,080 239,067 242,233 － 

合計 149,003 556,251 － 181,040 24,080 239,067 242,233 187,740 
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③ デリバティブ取引 

１．取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．取引の内容 

 当社の利用しているデリバティブ取引は、金利関

連の金利スワップ取引及び有価証券取引における株

式オプション取引であります。 

１．取引の内容 

同左 

２．取引に対する取組方針 

 当社は、将来の金利変動によるリスクの回避目的

及び有価証券取引による余資運用の一手段としてデ

リバティブ取引を利用しております。 

２．取引に対する取組方針 

同左 

３．取引の利用目的 

 当社のデリバティブ取引のうち金利スワップ取引

は、借入金利等の将来の金利上昇リスクを回避する

目的で利用しております。また、有価証券取引によ

る余資運用の一手段として株式オプション取引を行

っております。なお、金利スワップ取引について

は、ヘッジ会計を適用しております。 

３．取引の利用目的 

同左 

ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、特例処理の要件を満た

しておりますので、特例処理によっております。 

ヘッジ会計の方法 

同左 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段---金利スワップ 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段---同左 

ヘッジ対象---借入金 ヘッジ対象---同左 

ヘッジ方針 

 金利変動リスクの低減並びに金融収支改善のた

め、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。 

ヘッジ方針 

同左 

ヘッジの有効性評価の方法 

 金利スワップについては、特例処理の要件に該当

するため、その判定をもって有効性の判定に代えて

おります。 

ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

４．取引に係るリスク内容 

 金利スワップ取引及び株式オプション取引の契約

先はいずれも信用度の高い金融機関に限っているた

め、相手先の契約不履行によるリスクはほとんどな

いと認識しております。 

 また、株式オプション取引につきましては、対象

企業の株価変動によるリスクを有しておりますが、

対象企業は全て東京証券取引所上場の信用格付の高

い企業に限定しておりますので、大きなリスクはな

いと認識しております。 

４．取引に係るリスク内容 

同左 

５．取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、取引

権限及び限度額等を定めた社内ルールに従い、資金

部門が決裁権限者の承認を得て行っております。 

５．取引に係るリスク管理体制 

同左 
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２．取引の時価等に関する事項 

区分 種類 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日） 

契約額等 
（千円） 

契約額等の
うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

契約額等 
（千円） 

契約額等の
うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

市場取

引以外

の取引 

株式オプション取引          

 売建・プット  100,000 100,000 4,950 4,950 － － － － 

合計 100,000 100,000 4,950 4,950 － － － － 

前連結会計年度 

(平成17年３月31日) 

  当連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

(注）１．時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された価格等に基づ

き算定しております。 

   ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

は除かれております。 

  (注）１．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

は除かれております。 
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④ 退職給付 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社及び一部の連結子会社は確定給付型の制度として、退職一時金制度、適格退職年金制度及び厚生年金基金制

度（総合型）を設けております。 

 また、その他の連結子会社は、中小企業退職金共済制度を採用しております。  

 なお、当社及び一部の連結子会社の加入している厚生年金基金制度（総合型）は、退職給付会計実務指針33項の

例外処理を行う制度であります。  

２．退職給付債務に関する事項 

３．退職給付費用に関する事項 

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

(1) 退職給付債務(千円) △2,517,950 
 

△2,513,183 
 

(2) 年金資産(千円) 655,807 811,615 

(3) 未積立退職給付債務(1)+(2)(千円) △1,862,143 

 

△1,701,568 

 (4) 未認識数理計算上の差異(千円) 117,974 △21,470 

(5) 未認識過去勤務債務(千円) 22,274 17,685 

(6) 退職給付引当金(3)+(4)+(5)(千円) △1,721,894  △1,705,353  

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

 （注）１．子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡

便法を採用しております。 

２．厚生年金基金の年金資産残高のうち当社及び

一部の連結子会社の加入人員に基づく期末の

年金資産残高は4,682,647千円であり、上記

年金資産に含まれておりません。 

 （注）１．子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡

便法を採用しております。 

２．厚生年金基金の年金資産残高のうち当社及び

一部の連結子会社の加入人員に基づく期末の

年金資産残高は5,705,104千円であり、上記

年金資産に含まれておりません。 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1) 勤務費用(千円) 315,329  316,344 

 

(2) 利息費用(千円) 42,875  42,345 

(3) 期待運用収益(千円) △11,810  △13,026 

(4) 会計基準変更時差異の費用処理額(千円) 30,982  － 

(5) 数理計算上の差異の費用処理額(千円) 47,314  24,302 

(6) 過去勤務債務の費用処理額(千円) 5,778  4,588 

(7) 退職給付費用(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)(千円) 430,469  374,553 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 （注）１．厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除し

ております。 

２．簡便法を採用している連結子会社の退職給付

費用は、(1)勤務費用に計上しております。 

 （注）１．厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除し

ております。 

２．簡便法を採用している連結子会社の退職給付

費用は、(1)勤務費用に計上しております。 
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準  同左 

(2) 割引率(％) 2.0 2.0 

(3) 期待運用収益率(％) 2.5 2.5 

(4) 会計基準変更時差異の処理年数(年) ５ ５  

(5) 数理計算上の差異の処理年数(年) 10 10  

   

（発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数による

定率法により、発生時の翌年度

から費用処理しております。） 

同左 

(6) 過去勤務債務の処理年数(年) 10  10 

   

（発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数による

定率法により費用処理しており

ます。） 

 同左 
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⑤ 税効果会計 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（千円） （千円）

(1）流動の部 (1）流動の部 

繰延税金資産  

賞与引当金 188,972

未払事業税 44,939

その他 66,444

繰延税金資産合計 300,357

繰延税金資産  

賞与引当金 194,860

未払事業税 60,646

その他 93,638

繰延税金資産合計 349,145

繰延税金負債  

圧縮記帳積立金 1,254

特別償却準備金 22,162

繰延税金負債合計 23,416

繰延税金資産の純額 276,940

繰延税金負債  

圧縮記帳積立金 1,029

特別償却準備金 22,617

繰延税金負債合計 23,647

繰延税金資産の純額 325,497

(2）固定の部 (2）固定の部 

繰延税金資産  

退職給付引当金 651,037

減価償却費 54,580

土地の未実現利益 158,960

投資有価証券評価損 201,735

役員退職慰労引当金 32,516

子会社の税務上の欠損金 109,512

その他 104,150

繰延税金資産小計 1,312,494

評価性引当額 △107,760

繰延税金資産合計  1,204,733

繰延税金資産  

退職給付引当金 673,245

減価償却費 57,096

土地の未実現利益 158,960

投資有価証券評価損 201,735

役員退職慰労引当金 40,258

子会社の税務上の欠損金 51,858

土地評価差額 42,021

その他 135,364

繰延税金資産小計 1,360,541

評価性引当額 △116,097

繰延税金資産合計  1,244,444

繰延税金負債  

圧縮記帳積立金 9,558

特別償却準備金 52,250

その他有価証券評価差額金 689,917

土地評価差額 29,750

繰延税金負債合計 781,476

繰延税金資産の純額 423,257

  
 繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。  

 固定資産 繰延税金資産  1,244,444 

 固定負債 繰延税金負債  1,611,558 

繰延税金負債  

圧縮記帳積立金 8,630

特別償却準備金 31,922

その他有価証券評価差額金 1,529,396

土地評価差額 29,750

その他 11,859

繰延税金負債合計 1,611,558

繰延税金負債の純額 367,114
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⑥ セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日）及び当連結会計年度（自平成17年4月1日 至平成

18年3月31日） 

 精密機器事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメ

ント資産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。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日）及び当連結会計年度（自平成17年4月1日 至平成

18年3月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.2％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項

目 

1.4 

受取配当金等 △0.6 

住民税均等割額 1.5 

試験研究費等の税額控除 △4.2 

その他 △0.7 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.6 

法定実効税率 40.2％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項

目 

1.4 

受取配当金等 △0.7 

住民税均等割額 1.6 

試験研究費等の税額控除 △4.6 

その他 △0.6 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.3 
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ｃ．海外売上高 

前連結会計年度（自平成16年4月1日 至平成17年3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。 

 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。 

当連結会計年度（自平成17年4月1日 至平成18年3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。 

 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。 

⑦ 関連当事者との取引 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

     該当事項はありません。 

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

     該当事項はありません。 

 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 3,221,008 1,610,269 4,831,277 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 23,255,261 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める

割合（％） 
13.9 6.9 20.8 

 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,295,319 1,759,860 4,055,180 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 24,304,976 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める

割合（％） 
9.5 7.2 16.7 
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（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額      1,298円46銭 

１株当たり当期純利益金額   95円95銭 

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額 
90円93銭 

１株当たり純資産額         1,312円10銭 

１株当たり当期純利益金額   72円96銭 

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額 
69円42銭 

  

 当社は、平成16年11月19日付で株式１株につき1.1株

の株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前連結会計年度における（１株当たり情報）につい

ては、以下のとおりとなります。 

 当社は、平成17年11月11日付で株式１株につき1.1株

の株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前連結会計年度における（１株当たり情報）につい

ては、以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 1,169円58銭 

１株当たり当期純利益金額 80円71銭 

１株当たり純資産額      1,180円42銭 

１株当たり当期純利益金額   87円23銭 

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額 
80円70銭 

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額 
  82円66銭 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 １株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円） 1,262,894 1,140,163 

普通株主に帰属しない金額（千円） 48,500 40,500 

（うち利益処分による役員賞与金） (48,500) (40,500) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,214,394 1,099,663 

期中平均株式数（千株） 12,656 15,072 

      

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額(千円) － － 

普通株式増加数（千株） 698 768 

 （うち新株予約権付社債） (698) (768) 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 同左 
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５．生産・受注および販売の状況 

１．生産実績 

 当連結会計年度の生産実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．その他事業につきましては、平成17年９月に連結子会社となった㈱サンキャストの生産実績を当連結会計年

度より記載しております。 

４．上記の前年同期比の（ ）内の比率は、㈱サンキャストの生産実績を除いた前年同期比であります。 

２．受注状況 

 当連結会計年度の受注状況を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．その他事業につきましては、平成17年９月に連結子会社となった㈱サンキャストの受注高を当連結会計年度

より記載しております。なお、同社は受注残高を算出しておりません。 

４．上記の前年同期比の（ ）内の比率は、㈱サンキャストの受注高を除いた前年同期比であります。 

   

事業部門の名称 金額（千円） 前年同期比（％） 

圧力計 12,113,666 99.2（ 99.2  ） 

圧力センサ 11,468,407 98.3（ 98.3  ） 

その他事業 1,112,182 - （   -   ） 

合計 24,694,256 103.4（ 98.8  ） 

   

事業部門の名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

圧力計 11,787,827 101.6（101.6 ） 595,739 80.2（ 80.2 ） 

圧力センサ 10,939,757 95.5（ 95.5 ） 505,585 74.0（ 74.0 ） 

その他事業 1,112,182 - （  -   ） -  - （   -  ） 

合計 23,839,767 103.4（ 98.6 ） 1,101,324 77.2（ 77.2 ） 
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３．販売実績 

 当連結会計年度の販売実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．その他事業につきましては、平成17年９月に連結子会社となった㈱サンキャストの販売実績を当連結会計年

度より記載しております。 

２．上記の前年同期比の（ ）内の比率は、㈱サンキャストの販売実績を除いた前年同期比であります。 

３．最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりで

あります。 

４．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   

事業部門の名称 金額（千円） 前年同期比（％） 

圧力計 11,935,212 103.3（ 103.3 ） 

圧力センサ 11,117,115 96.2（ 96.2 ） 

その他事業 1,252,649 864.0（ 96.9 ） 

合計 24,304,976 104.5（ 99.7 ） 

   

  

  

相手先 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

三井物産㈱ 3,514,562 15.1 384,476 1.6 

ボッシュ㈱ 2,900,434 12.5 1,922,953 7.9 
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