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１. 18年 6月中間期の連結業績（平成 18年 1月 1日 ～ 平成 18年 6月 30日）
(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 6月中間期 9,889 13.2 1,289 35.6 1,288 31.6
17年 6月中間期 8,739 △ 3.2 951 △ 28.7 978 △ 20.8
17年12月期 17,890 2,247 2,266

中間(当期)純利益
１ 株 当 た り 中 間
( 当 期 ) 純 利 益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円　　銭 円　　銭

18年 6月中間期 740 33.8 26.11 -
17年 6月中間期 553 △ 57.3 19.36 -
17年12月期 1,276 44.71 -
(注) ①持分法投資損益          18年 6月中間期            -  百万円  17年 6月中間期            -  百万円   

                               17年12月期         　     -  百万円

     ②期中平均株式数(連結)    18年 6月中間期    28,359,405 株　　　17年 6月中間期    28,575,252 株　　　

                               17年12月期        28,556,223 株

     ③会計処理の方法の変更　　 無

     ④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)連結財政状態
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

18年 6月中間期 21,173 15,192 71.7 535.46
17年 6月中間期 20,270 13,671 67.4 478.52
17年12月期 21,365 14,688 68.8 517.87
(注)期末発行済株式数(連結)　  18年 6月中間期    28,355,443 株　　　17年 6月中間期    28,569,610 株　　　

　　　　　　　　　　　　　　　17年12月期     　 28,362,651 株　　　　　

(3)連結キャッシュ･フローの状況
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 6月中間期 1,603 △ 594 △ 208 5,339
17年 6月中間期 2,242 △ 516 △ 219 4,906
17年12月期 2,602 △ 886 △ 590 4,545

(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  6　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　0　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. 18年 12月期の連結業績予想（ 平成 18年 1月 1日  ～  平成 18年 12月 31日 ）
　 売   上   高 経 常 利 益 当 期 純　利　益

百万円 百万円 百万円

通　　期 18,600 2,350 1,400
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）    49 円  37 銭 

   ※上記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ます。
     実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。　　　　　　



１　企業集団の状況

　当社グループは、当社および子会社６社で構成され、計測機器、電子産業自動化機器等の製造販売を主
な内容とし、更に各事業に関連する研究およびその他のサービス等の事業活動を展開しております。

　各事業の内容、当社グループ各社の事業に係わる位置づけ、および事業の種類別セグメントとの関連
は、次のとおりであります。

　（計測機器事業）

　当事業におきましては、回転・速度計測機器、寸法・変位計測機器、データ処理解析装置、トルク計測
機器、自動車性能計測機器およびシステム、周辺機器およびその他の製造販売、ならびに、音響および振
動に関するコンサルティング業務を当社が行うほか、国内においては、小野測器製造(株)が製品の一部製
造を、小野測器カスタマーサービス(株)がシステム製品の一部製造およびエンジニアリングサービスを
行っております。また、海外においては、オノソッキテクノロジーインクが米国、および欧州の一部にお
いて当社製品の販売を行い、オノソッキ（タイランド）がタイ王国において当社製品の販売およびエンジ
ニアリングサービスを行っております。

　（電子産業自動化機器事業）

　当事業におきましては、電子産業自動化機器およびシステムの製造販売を当社が行うほか、小野測器製
造(株)が製品の一部製造を行っております。

　（その他事業）

　オノエンタープライズ(株)が損害保険代理業務および当社が所有する土地・建物の管理を、ユーテック
(株)が労働者派遣業を行っております。

事業の系統図は、次のとおりであります。

得意先

サ
ー

ビ
ス

サ
ー

ビ
ス

製
品

製
品

製
品

ｵﾉｿｯｷ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ｲﾝｸ
製品 当社

計測機器 電子産業自動化機器

製品

ｵﾉｿｯｷ(ﾀｲﾗﾝﾄﾞ)

製
品

製
品

不動産管理、その他

小野測器ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ(株) 小野測器製造(株)
ｵﾉｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ(株)

ﾕｰﾃｯｸ(株)

(注) 子会社はすべて連結しております。
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２　経営方針

１　会社の経営の基本方針

　当社グループは、「お客様視点で新価値商品を」という企業理念に則り、お客様に密着した製販一体の
活動を推し進め、より一層お客様にご満足頂ける新しい価値の提供を経営の基本方針としております。

２　会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、経営基盤の強化と将来の事業展開に備えるための内部留保充実を図るとともに、株主各位に対
する利益還元を経営の重要政策の一つとして認識し、業績に応じた継続的かつ安定的な配当を行うことを
基本方針としております。

３　投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式市場の流動性を高め、より広範な投資家の参加を促すことを経営課題の一つとしておりま
す。しかしながら、投資単位の引下げにつきましては多額の費用がかかることが予想されますので、今後
投資家各位の要請等を勘案し慎重に対処したいと考えております。

４　目標とする経営指標

　当社グループの経営課題は、いかなる状況においても利益を確保できる体質に改善していくということ
であります。そのために、中期的には｢売上高経常利益率１５％以上」、「フリー・キャッシュ・フローを
改善するとともに、有利子負債額ゼロを継続し財務体質強化」を目標として、さらなる原価低減および経
費削減に努めてまいります。

５　中長期的な会社の経営戦略

　当社グループ内の標語としては、「勇気を持ってチャレンジしよう」、「新しい価値を創造しよう」、
「お客様に満足と安心を供給しよう」の３つを掲げております。

　若さと活力を保ちながら改革・開発を進め、成長性・収益性・社会性の高い企業への変革を目指してお
ります。

　特に今後は、お客様主体の技術開発へますますシフトしていくものと考えております。自動車業界・半
導体業界をはじめさまざまな業界において、開発リードタイムの短縮や品質の向上、そして環境問題の解
決などに、当社グループのノウハウを提供してまいります。そして、お客様に新しい価値をもたらす「も
のづくり」にこそ当社グループ自身の存在意義があり、当社グループの技術が活用されることで社会の発
展にも貢献できるものと考えております。

６　会社の対処すべき課題
　当社グループは、さらなる合理化・効率化を図るため、原価低減、経費削減、人事制度の見直しなどの
構造改善に取り組み、一定の成果をあげてまいりましたが、成果主義・能力主義の徹底と、成果主義型賞
与制度の導入により、利益重視のマネジメントを推進しております。引き続き安定した収益体質の構築に
努めることが重要な課題と認識しております。

　納期管理・予算管理の徹底を図ることで、業績伸展、利益確保を目指してまいります。

７　親会社等に関する事項

　該当事項はありません。
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３　経営成績及び財政状態

ａ　経営成績

　１　当中間連結会計期間の概況

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、設備投資は堅調で、また、雇用情勢の改善から個人消費に
も底堅さがみられ、原油・原材料価格の高騰などの懸念材料はあるものの、回復歩調のなか推移してまい
りました。

　このような事業環境のなか、グループを挙げての新製品開発・積極的な受注販売活動を進めました結
果、引き続き好調な自動車業界関連を中心に堅調に推移し、受注高は107億１千２百万円（前中間連結会計
期間比11.8％増）、売上高は前中間連結会計期間比13.2％増収の98億８千９百万円となり、受注残高は80
億８千９百万円（前中間連結会計期間末比14.1％増）となりました。

　損益面につきましては、原価低減効果もあり、経常利益は前中間連結会計期間比31.6％増の12億８千８
百万円となりました。また、中間純利益も前中間連結会計期間比33.8％増の７億４千万円となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

［計測機器事業］

　当事業につきましては、自動車業界関連を中心に引き続き好調に推移し、売上高は88億７千１百万円
（前中間連結会計期間比16.8％増）、営業利益は前中間連結会計期間比31.2％増の16億９千２百万円とな
りました。

［電子産業自動化機器事業］

　当事業につきましては、電機・電子業界からの受注が回復したものの、その全てが当中間連結会計期間
の売上とはならず、売上高は前中間連結会計期間比１億２千９百万円（12.0％）減収の９億４千４百万円
となりましたが、原価低減を推し進めました結果、営業利益は前中間連結会計期間比３千万円（22.6％）
増益の１億６千７百万円となりました。

［その他事業］

　当事業につきましては、労働者派遣の外部顧客が微増したことにより、外部顧客に対する売上高は前中
間連結会計期間比４百万円（7.3％）増収の７千３百万円となり、営業利益は１千７百万円（前中間連結会
計期間は６百万円の営業利益）となりました。

　２　当連結会計年度の業績見通し

　当連結会計年度（自 平成18年１月１日　至 平成18年12月31日）の業績見通しは、現時点で入手可能な
情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性
があることをご承知おきください。
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ｂ　財政状態

　１　当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

  当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活
動により16億３百万円の増加、投資活動により５億９千４百万円の減少、財務活動により２億８百万円の
減少となり、この結果資金は、前連結会計年度末に比べ７億９千４百万円(17.5％)増加し、当中間連結会
計期間末には53億３千９百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動による資金は、12億７千８百万円の税金等調整前中間純利益を計上でき、売上債権も10億７千
９百万円減少できたことにより増加いたしましたが、たな卸資産８千１百万円の増加、仕入債務３千８百
万円の減少、法人税等の支払額７億４千７百万円により減少し、この結果、営業活動全体としては16億３
百万円の資金の増加となりました。前中間連結会計期間の22億４千２百万円と比べると６億３千９百万円
(28.5％)の収入の減少となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動による資金の支出は、主に宇都宮ビル敷地内の生産工場増改築をはじめとする有形固定資産の
取得５億８千３百万円であります。この結果、投資活動全体としての支出が５億９千４百万円となり、前
中間連結会計期間の５億１千６百万円と比べると７千８百万円(15.1％)の支出の増加となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動による資金の支出は、主に配当金の支払２億１千１百万円であります。この結果、財務活動と
しての支出が２億８百万円となり、前中間連結会計期間の２億１千９百万円と比べると１千１百万円
(5.1％)の支出の減少となりました。

　２　当連結会計年度のキャッシュ・フローの見通し
　当連結会計年度（自 平成18年１月１日　至 平成18年12月31日）のキャッシュ・フローの見通しであり
ますが、経常利益が堅調に推移すると予想されるため、営業活動によるキャッシュ・フローも同様に推移
すると予測されます。また、有利子負債ゼロが継続できる見通しのため支払利息負担がありません。しか
し、法人税等の支払額が前連結会計年度より５億円程度増加するため、営業活動によるキャッシュ・フ
ローは22億円程度の増加を予想しております。投資活動では、当初予定していた宇都宮ビル増改築の支出
の一部が翌連結会計年度に延びたことにより、当連結会計年度においては14億円程度の支出を予定してお
ります。また、財務活動では、利益配当金及び中間配当金などで４億３千万円の支出を予定しておりま
す。

　３　キャッシュ・フロー指標のトレンド

平成16年12月期 平成17年12月期 平成18年12月期

中間期 期末 中間期 期末 中間期

自己資本比率 （％） 56.8 69.4 67.4 68.8 71.7

時価ベースの
自己資本比率

（％） 95.2 97.0 105.6 100.6 113.2

債務償還年数 （年） 0.5 － － － －

インタレスト･
カバレッジ･レシオ

（倍） 126.0 50.4 － － －

(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

1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

2. 株式時価総額は、(中間)期末株価終値×(中間)期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出
しております。

3. 営業キャッシュ・フローおよび利払いについては、(中間)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・フローおよび利息の支払額を使用しております。

4. 有利子負債は、(中間)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。

5. 債務償還年数の中間期での計算は営業キャッシュフローを年額に換算するため２倍にしており
ます。
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 ｃ 事業等のリスク

　当社グループの経営成績および財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のようなもの
がありますが、これらに限定されるものではありません。
  なお、本項に含まれる将来に関する事項につきましては、当中間連結会計期間末(平成18年６月30日)現
在において、当社グループが判断したものであります。

  (1) 特定産業界への依存体質について

  当社グループは、自動車業界関連、電機・電子業界関連が主要なユーザであります。当社グループの業
績は、これらの業界の研究開発投資動向ならびに生産動向に影響を受けております。
  将来におきましても、特定業界からの需要の落ち込みにより影響を受ける可能性があります。

  (2) 資産の保有リスク

  有価証券等の金融資産を保有しているため、時価の変動により当社グループの経営成績および財政状態
等に影響を及ぼす可能性があります。

  (3) 為替レートの変動について

  当社グループは、事業の一部を外貨建てで行っており、為替予約により為替リスクヘッジに努めており
ます｡しかしながら、為替レートに予期しない大きな変動が生じた場合、当社グループの経営成績および財
政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

  (4) 重要な訴訟等

  当社グループの事業活動に関連し、様々な事由により、当社グループに対して訴訟その他の請求が提起
される可能性があり、その内容によっては当社グループの経営成績および財政状態等に影響を及ぼす可能
性があります。
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４  生産、受注及び販売の状況

（１）生産実績

　　当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 生産高（千円） 前年同期比（％）

計測機器事業 8,463,453 112.2

電子産業自動化機器事業 780,689 104.2

その他事業 － －

合計 9,244,142 111.5

（注）１　上記金額は販売価格によっております。

　　　２　上記金額は消費税等を含んでおりません。

　　　

（２）受注実績

　　当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 前年同期比(%) 受注残高(千円) 前年同期比(%)

計測機器事業 9,184,085 109.5 6,613,434 107.2

電子産業自動化機器事業 1,455,009 129.0 1,475,839 160.0

その他事業 73,098 107.3 － －

合計 10,712,192 111.8 8,089,273 114.1

（注）上記金額は消費税等を含んでおりません。

（３）販売実績

　　当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 販売高（千円） 前年同期比（％）

計測機器事業 8,871,636 116.8

電子産業自動化機器事業 944,679 88.0

その他事業 73,098 107.3

合計 9,889,414 113.2

（注）上記金額は消費税等を含んでおりません。
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５　中間連結財務諸表等

①　中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末
前連結会計年度の

要約連結貸借対照表

(平成17年６月30日) (平成18年６月30日) (平成17年12月31日)

区分
注記
番号

金額(
構成比
(％)

千円) 金額(
構成比
(％)

千円) 金額(
構成比
(％)

千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

1 現金及び預金 5,046,563 5,379,119 4,585,033

2 受取手形及び売掛金 3,818,410 3,342,576 4,580,094

3 たな卸資産 2,721,421 2,769,614 2,689,462

4 繰延税金資産 135,823 142,969 181,865

5 その他 162,811 158,132 128,381

貸倒引当金 △ 3,440 △ 920 △ 4,130

流動資産合計 11,881,590 58.6 11,791,491 55.7 12,160,707 56.9

Ⅱ 固定資産

1 有形固定資産 ※1

(1) 建物及び構築物 2,031,568 1,930,971 1,989,650

(2) 機械装置及び運搬具 387,805 537,753 599,460

(3) 工具器具及び備品 262,487 270,055 278,783

(4) 土地 3,126,244 3,126,244 3,126,244

(5) 建設仮勘定 3,600 375,550 14,700

有形固定資産合計 5,811,705 6,240,575 6,008,838

2 無形固定資産

(1) ソフトウェア 141,581 127,762 139,941

(2) その他 23,924 24,890 23,820

無形固定資産合計 165,505 152,652 163,761

3 投資その他の資産

(1) 投資有価証券 1,518,562 2,464,436 2,498,478

(2) 繰延税金資産 609,469 226,130 237,553

(3) その他 283,823 298,541 296,133

投資その他の資産合計 2,411,855 2,989,108 3,032,166

固定資産合計 8,389,067 41.4 9,382,336 44.3 9,204,766 43.1

資産合計 20,270,657 100.0 21,173,828 100.0 21,365,473 100.0
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前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末
前連結会計年度の

要約連結貸借対照表

(平成17年６月30日) (平成18年６月30日) (平成17年12月31日)

区分
注記
番号

金額(
構成比
(％)

千円) 金額(
構成比
(％)

千円) 金額(
構成比
(％)

千円)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

1 支払手形及び買掛金 2,825,112 2,721,270 2,759,529

2 未払法人税等 386,291 469,143 725,203

3 未払費用 367,481 244,942 393,743

4 賞与引当金 84,770 84,761 80,101

5 その他 1,089,695 774,376 981,079

流動負債合計 4,753,350 23.5 4,294,494 20.3 4,939,656 23.1

Ⅱ 固定負債

1 繰延税金負債 2,477 1,544 1,582

2 退職給付引当金 1,830,931 1,670,552 1,723,307

3 その他 12,694 14,694 12,694

固定負債合計 1,846,103 9.1 1,686,790 8.0 1,737,583 8.1

負債合計 6,599,454 32.6 5,981,285 28.3 6,677,240 31.2

(資本の部)

Ⅰ 資本金 7,134,200 35.2 ― ― 7,134,200 33.4

Ⅱ 資本剰余金 3,153,140 15.5 ― ― 3,153,140 14.8

Ⅲ 利益剰余金 4,046,007 20.0 ― ― 4,555,261 21.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金 494,674 2.4 ― ― 1,147,308 5.4

Ⅴ 為替換算調整勘定 △ 13,762 △ 0.1 ― ― △ 447 △0.0

Ⅵ 自己株式 △ 1,143,057 △ 5.6 ― ― △ 1,301,229 △ 6.1

資本合計 13,671,203 67.4 ― ― 14,688,233 68.8

負債資本合計 20,270,657 100.0 ― ― 21,365,473 100.0

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

1 資本金 7,134,200 33.7

2 資本剰余金 3,153,140 14.9

3 利益剰余金 5,082,972 24.0

4 自己株式 △ 1,307,356 △ 6.2

株主資本合計 14,062,956 66.4

Ⅱ 評価・換算差額等

1 その他有価証券評価差額金 1,127,040 5.3

2 繰延ヘッジ損益 △ 627 △0.0

3 為替換算調整勘定 △ 6,128 △0.0

評価・換算差額等合計 1,120,284 5.3

Ⅲ 少数株主持分 9,302 0.0

純資産合計 15,192,543 71.7

負債純資産合計 21,173,828 100.0
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②　中間連結損益計算書　

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成17年１月１日
  至 平成17年６月30日)

(自 平成18年１月１日
  至 平成18年６月30日)

(自 平成17年１月１日
  至 平成17年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   8,739,062 100.0 9,889,413 100.0 17,890,833 100.0

Ⅱ 売上原価 　 5,414,754 62.0 6,055,853 61.2 10,759,601 60.1

売上総利益 　 3,324,308 38.0 3,833,559 38.8 7,131,231 39.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,3 2,373,037 27.1 2,543,758 25.7 4,883,351 27.3

営業利益 951,270 10.9 1,289,801 13.1 2,247,880 12.6

Ⅳ 営業外収益 

1 受取利息 1,508 3,533 5,169

2 受取配当金 10,982 11,067 16,357

3 賃貸収入 4,148 4,122 8,157

4 受取補償金 10,688 ― 10,688

5 その他 18,215 45,543 0.5 4,833 23,557 0.2 18,808 59,181 0.3

Ⅴ 営業外費用 

1 売上割引 12,345 14,462 27,564

2 その他 5,639 17,985 0.2 10,487 24,950 0.3 12,720 40,284 0.2

経常利益 978,829 11.2 1,288,408 13.0 2,266,778 12.7

Ⅵ 特別利益 

1 貸倒引当金戻入益 2,410 3,210 1,960

2 投資有価証券売却益 ― 0 0

3 事業譲渡益 ― 2,410 0.0 7,307 10,517 0.1 ― 1,960 0.0

Ⅶ 特別損失 

1 固定資産除却損 ※2 11,732 13,927 16,594

2 役員退職慰労金 5,317 6,600 5,317

3 事業撤退損 ― 17,049 0.2 ― 20,527 0.2 42,060 63,971 0.4

税金等調整前中間(当期)純利益 964,190 11.0 1,278,398 12.9 2,204,767 12.3

法人税、住民税及び事業税 380,539 473,218 896,902

法人税等調整額 30,376 410,916 4.7 64,749 537,968 5.4 31,065 927,968 5.2

中間(当期)純利益 553,273 6.3 740,430 7.5 1,276,799 7.1
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Ⅲ

Ⅲ

Ⅳ

③　中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間 前連結会計年度

(自 平成17年１月１日 (自 平成17年１月１日

　至 平成17年６月30日) 　至 平成17年12月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

資本剰余金の部

Ⅰ資本剰余金期首残高 3,153,159 3,153,159

Ⅱ資本剰余金減少高

1 自己株式処分差損 18 18 18 18

資本剰余金中間期末(期末)残高 3,153,140 3,153,140

利益剰余金の部

Ⅰ利益剰余金期首残高 3,707,073 3,707,073

Ⅱ利益剰余金増加高

1 中間(当期)純利益 553,273 553,273 1,276,799 1,276,799

利益剰余金減少高

1 配当金 214,339 214,339 428,611 428,611

利益剰余金中間期末(期末)残高 4,046,007 4,555,261

中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日　至 平成18年６月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本

合計

注記
番号

※1 ※1

平成17年12月31日残高(千円) 7,134,200 3,153,140 4,555,261 △ 1,301,229 13,541,372

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 ※2 △ 212,719 △ 212,719

中間純利益 740,430 740,430

自己株式の取得 △ 6,126 △ 6,126

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計
(千円)

－ － 527,710 △ 6,126 521,584

平成18 0年６月3 日残高(千円) 7,134,200 3,153,140 5,082,972 △ 1,307,356 14,062,956

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

注記
番号

平成17年12月31日残高(千円) 1,147,308 － △ 447 1,146,861 － 14,688,233

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 ※2 △ 212,719

中間純利益 740,430

自己株式の取得 △ 6,126

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額(純額)

△ 20,267 △ 627 △ 5,681 △ 26,576 9,302 △ 17,274

中間連結会計期間中の変動額合計
(千円)

△ 20,267 △ 627 △ 5,681 △ 26,576 9,302 504,309

平成18 0年６月3 日残高(千円) 1,127,040 △ 627 △ 6,128 1,120,284 9,302 15,192,543
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④　中間連結キャッシュ・フロー計算書

 前中間連結会計期間   当中間連結会計期間
 前連結会計年度の

要約連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成17年１月１日
  至 平成17年６月30日)

(自 平成18年１月１日
  至 平成18年６月30日)

(自 平成17年１月１日
  至 平成17年12月31日)

区分
注記
番号

　金額（千円） 　金額（千円） 　金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

1 税金等調整前中間(当期)純利益 964,190 1,278,398 2,204,767

2 減価償却費 162,797 235,650 410,594

3 貸倒引当金の増減額　　　（△減少） △ 2,650 △ 3,210 △ 1,960

4 退職給付引当金の増減額　（△減少） △ 36,650 △ 52,754 △ 144,274

5 受取利息及び受取配当金 △ 12,490 △ 14,600 △ 21,527

6 固定資産除却損 11,732 13,927 16,594

7 売上債権の増減額　　　　（△増加） 1,708,133 1,079,360 723,569

8 たな卸資産の増減額　　　（△増加） △ 264,472 △ 81,924 △ 227,279

9 仕入債務の増減額　　　　（△減少） 374,907 △ 38,258 309,072

10 未払消費税等の増減額　　（△減少） △ 85,521 60,038 △ 64,314

11 その他 △ 185,954 △ 139,967 △ 18,158

小計 2,634,022 2,336,659 3,187,083

12 利息及び配当金の受取額 12,490 14,600 21,527

13 法人税等の支払額 △ 403,811 △ 747,711 △ 606,149

　営業活動によるキャッシュ・フロー 2,242,701 1,603,548 2,602,461

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

1 定期預金の払戻による収入 － － 100,000

2 有形固定資産の取得による支出 △ 473,204 △ 583,814 △ 907,209

3 無形固定資産の取得による支出 △ 43,578 △ 9,008 △ 77,400

4 投資有価証券の取得による支出 △ 309 △ 310 △ 3,180

5 その他 527 △ 1,559 1,456

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 516,565 △ 594,692 △ 886,333

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

1 少数株主からの払込みによる収入 － 9,302 －

2 自己株式の取得による支出 △ 7,074 △ 6,126 △ 165,280

3 配当金の支払額 △ 212,689 △ 211,254 △ 426,173

4 その他 457 － 491

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 219,307 △ 208,078 △ 590,962

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 8,812 △ 6,691 28,945

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△減少） 1,515,641 794,086 1,154,110

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,390,922 4,545,033 3,390,922

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 4,906,563 5,339,119 4,545,033
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

(自　平成17年１月１日
  至　平成17年６月30日)

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

１　連結の範囲に関する事項 １　連結の範囲に関する事項 １　連結の範囲に関する事項

　子会社５社は全て連結されております。 　子会社６社は全て連結されております。 　子会社５社は全て連結されております。

　主要な連結子会社名
　　小野測器製造㈱
　　小野測器ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ㈱
　　ｵﾉｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱

　主要な連結子会社名
　　小野測器製造㈱
　　小野測器ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ㈱
　　ｵﾉｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱
　当中間連結会計期間から、会社設立によりｵﾉｿｯｷ
（ﾀｲﾗﾝﾄﾞ）を新たに連結子会社としております。
　ただし、みなし取得日を当中間連結会計期間末と
したため貸借対照表のみ連結しております。

　主要な連結子会社名
　　小野測器製造㈱
　　小野測器ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ㈱
　　ｵﾉｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱

２　持分法の適用に関する事項 ２　持分法の適用に関する事項 ２　持分法の適用に関する事項

　非連結子会社および関連会社が存在しないため、
該当する事項はありません。

同左 同左

３　連結子会社の中間決算日等に関する事項 ３　連結子会社の中間決算日等に関する事項 ３　連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の中間決算日は、中間連結決算日と一
致しております。

　連結子会社のうち、ｵﾉｿｯｷ（ﾀｲﾗﾝﾄﾞ）の中間決算
日は３月31日であります。
　中間連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在
の財務諸表を使用し、中間連結決算日との間に生じ
た重要な取引については、連結上必要な調整を行う
こととしております。

　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致してお
ります。

４　会計処理基準に関する事項 ４　会計処理基準に関する事項 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)重要な資産の評価基準及び評価方法 (1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券 ①有価証券 ①有価証券

a 満期保有目的の債券 a 満期保有目的の債券 a 満期保有目的の債券

　…償却原価法 同左 同左

b その他有価証券 b その他有価証券 b その他有価証券

時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの

…中間連結決算末日の市場価格等に基づく時価
法

同左 …連結決算末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）

（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）

時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの

…移動平均法による原価法 同左 同左

②デリバティブ ②デリバティブ ②デリバティブ

…時価法 同左 同左

③たな卸資産 ③たな卸資産 ③たな卸資産

　主として、下記の評価基準及び評価方法を採用
しております。

同左 同左

製品・半製品…総平均法による原価法

原材料…………移動平均法による原価法

仕掛品…………個別法による原価法

貯蔵品………… 終仕入原価法

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 (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 ①有形固定資産 ①有形固定資産

…主として定率法 …主として定率法 …主として定率法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま
す。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま
す。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま
す。

　　建物及び構築物　　 　15～38年 　　建物及び構築物　　 　15～38年 　　建物及び構築物　　 　15～38年

　　工具器具及び備品　　 ２～６年 　　工具器具及び備品　　 ２～６年 　　工具器具及び備品　　 ２～６年

②無形固定資産 ②無形固定資産 ②無形固定資産

…定額法 同左 同左

　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年以内）に基づく定
額法を採用しております。
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前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

(自　平成17年１月１日
  至  平成17年６月30日)

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

(3)重要な引当金の計上基準 (3)重要な引当金の計上基準 (3)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、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。

同左 同左

②賞与引当金 ②賞与引当金 ②賞与引当金

　従業員の賞与支給に充てるため、将来の支給見
込額のうち当中間連結会計期間の負担額を計上し
ております。

同左 　従業員の賞与支給に充てるため、将来の支給見
込額のうち当連結会計年度の負担額を計上してお
ります。

③退職給付引当金 ③退職給付引当金 ③退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、連結財務諸表
提出会社においては、当連結会計年度末における
退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当
中間連結会計期間末において発生していると認め
られる額を計上しております。また、連結子会社
においては簡便法を適用しております。
　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時
の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
(10年)による定額法により按分した額を、それぞ
れ発生の翌連結会計年度から費用処理しておりま
す。

同左 　従業員の退職給付に備えるため、連結財務諸表
提出会社においては、当連結会計年度末における
退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当
連結会計年度末において発生していると認められ
る額を計上しております。また、連結子会社にお
いては簡便法を適用しております。
　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
額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結
会計年度から費用処理しております。

(4)重要なリース取引の処理方法 (4)重要なリース取引の処理方法 (4)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。

同左 同左
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前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

(自　平成17年１月１日
  至  平成17年６月30日)

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

(5)重要なヘッジ会計の方法 (5)重要なヘッジ会計の方法 (5)重要なヘッジ会計の方法

1)ヘッジ会計の方法 1)ヘッジ会計の方法 1)ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。ただし、
為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等
については、振当処理を採用しております。

同左 同左

2)ヘッジ手段とヘッジ対象 2)ヘッジ手段とヘッジ対象 2)ヘッジ手段とヘッジ対象

①ヘッジ手段 ①ヘッジ手段 ①ヘッジ手段

　為替予約取引、通貨スワップ取引及び金利ス
ワップ取引（またはこれらの組み合わせによる
取引）を行うこととしております。

同左 同左

②ヘッジ対象 ②ヘッジ対象 ②ヘッジ対象

　為替・金利等の市場価格の変動により将来
キャッシュ・フローが変動するリスクのある資
産または負債を対象としております。

同左 同左

3)ヘッジ方針 3)ヘッジ方針 3)ヘッジ方針

　為替変動リスクのある資産及び負債について
は、為替予約及び通貨スワップ等により為替リス
クをヘッジすることを基本としております。
　金利リスクのある資産及び負債については、金
利スワップ等により金利リスクをヘッジすること
を基本としております。

同左 同左

4)ヘッジ有効性評価の方法 4)ヘッジ有効性評価の方法 4)ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段及びヘッジ対象について、毎連結会
計年度末（中間連結会計期間末を含む）に、個別
取引毎のヘッジ効果を検証しておりますが、ヘッ
ジ対象の資産または負債とデリバティブ取引につ
いて、元本・利率・期間等の条件が同一の場合
は、ヘッジ効果が極めて高いことから本検証を省
略しております。

同左 同左

(6)消費税等の会計処理 (6)消費税等の会計処理 (6)消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に
よっております。なお、「仮払消費税等」及び「仮
受消費税等」は相殺し、流動負債の「その他」に含
めて表示しております。

同左 　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に
よっております。

５　中間連結キャッシュ・フロー計算書における ５　中間連結キャッシュ・フロー計算書における ５　連結キャッシュ・フロー計算書における

　資金の範囲 　資金の範囲 　資金の範囲

　中間連結キャッシュ・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。

同左 　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。
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中間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
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

(自　平成17年１月１日
  至　平成17年６月30日)

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

１　固定資産の減損に係る会計基準

　当中間連結会計期間から「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」(企業会計基準委員会　平成15年10月31日　企業会
計基準適用指針第６号）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　貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

　当中間連結会計期間から「貸借対照表の純資産の部
の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平
成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表
示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適
用指針第８号　平成17年12月９日）を適用しておりま
す。
　従来の資本の部の合計に相当する金額は15,174,566
千円であります。

15 



１ １ １

１ １ １

２ ２ ２

３ ３ ３

１

２

 注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末
(平成17年６月30日) (平成18年６月30日) （平成17年12月31日）

※ 有形固定資産の減価償却累計額は5,817,269千円であ
ります。

※ 有形固定資産の減価償却累計額は6,065,579千円であ
ります。

※ 有形固定資産の減価償却累計額は5,991,653千円であ
ります。

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度
(自　平成17年１月１日

　 至　平成17年６月30日）
(自　平成18年１月１日

　 至　平成18年６月30日）
（自　平成17年１月１日

　  至　平成17年12月31日）

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は
以下のとおりであります。

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は
以下のとおりであります。

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は
以下のとおりであります。

 　 給料手当           　　　 797,212千円   給料手当           　　　 819,240千円   給料手当 　　         　 1,629,934千円

  　賞与引当金繰入額    　　　 33,361千円   賞与引当金繰入額 　    　　 33,587千円   賞与引当金繰入額  　　  　 31,796千円

  　退職給付費用        　　　 42,333千円   退職給付費用        　　　 41,855千円   退職給付費用　　 　 　　 　81,402千円

  　減価償却費          　　　 24,501千円   減価償却費          　　　 23,356千円   減価償却費 　　          　 48,232千円

  　研究開発費         　　 575,081千円   研究開発費 　         　　 661,422千円   研究開発費 　　       　 1,253,478千円

※ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

　建物及び構築物　　　  9,240千円 　建物及び構築物　　　 8,228千円   建物及び構築物      11,103千円

  機械装置及び運搬具     441千円   機械装置及び運搬具     3,666千円   機械装置及び運搬具  　 696千円

  工具器具及び備品     2,050千円   工具器具及び備品     2,032千円   工具器具及び備品     4,793千円

  計                  11,732千円   計                  13,927千円   計                  16,594千円

※ 研究開発費の総額 ※ 研究開発費の総額 ※ 研究開発費の総額

  販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は、
575,081千円であります。

　販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は、
661,422千円であります。

　販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は、
1,253,478千円であります。

（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度
(自　平成17年１月１日

　 至　平成17年６月30日）
(自　平成18年１月１日

　 至　平成18年６月30日）
(自　平成17年１月１日

　 至　平成17年12月31日）

※ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及
び株式数に関する事項は次のとおりであります。

前連結会
計年度末
株式数
(千株)

当中間連
結会計期
間増加株

式数
(千株)

当中間連
結会計期
間減少株

式数
(千株)

当中間連
結会計期
間末株式

数
(千株)

発行済株式

普通株式　　 30,250 － － 30,250

合計　　 30,250 － － 30,250

自己株式

普通株式(注) 1,887 7 － 1,894

合計　　 1,887 7 － 1,894

(注)自己株式（普通株式）の増加は、単元未満株式の買
取りによるものであります。

※ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

　平成18年３月15日の定時株主総会において、次の
とおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

(ｲ) 配当金の総額　　　　　　　 212,719千円

(ﾛ) 一株当たりの配当額　　　　　　　　  7.50円

(ﾊ) 基準日                　 平成17年12月31日

(ﾆ) 効力発生日　　　　　　　 平成18年３月16日

(2) 　基準日が当中間連結会計期間に属する配当のう
ち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間以降と
なるもの

 　平成18年７月25日の取締役会において、次のとお
り決議しております。

普通株式の配当に関する事項

(ｲ) 配当金の総額　　　　　　　 212,665千円

(ﾛ) 配当の原資 　　　　　　　　　　　　利益剰余金

(ﾊ) 一株当たりの配当額 　　　　　　　 7.50円

(ﾆ) 基準日                　平成18年６月30日

(ﾎ) 効力発生日　　　　　　　 　平成18年８月22日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度
(自　平成17年１月１日

  至　平成17年６月30日)
(自　平成18年１月１日

  至　平成18年６月30日)
(自　平成17年１月１日

  至　平成17年12月31日)
現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借
対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借
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 5,046,563 千円 現金及び預金 5,379,119 千円 現金及び預金 4,585,033 千円

預入期間３か月超の定期預金 △ 140,000 千円 預入期間３か月超の定期預金  △ 40,000 千円 預入期間３か月超の定期預金  △ 40,000 千円

現金及び現金同等物 4,906,563 千円 現金及び現金同等物 5,339,119 千円 現金及び現金同等物 4,545,033 千円

（リース取引関係）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度
(自　平成17年１月１日

  至　平成17年６月30日)
(自　平成18年１月１日

  至　平成18年６月30日)
(自　平成17年１月１日

  至　平成17年12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

　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

　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
額相当額及び中間期末残高相当額

1 　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計
額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末
残高相当額

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）

中間期末
残高

相当額
（千円）

取得価額
相当額

（千円）

減価償却
累計額
相当額

（千円）

中間期末
残高

相当額
（千円）

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

29,428 17,505 11,923
機械装置
及び
運搬具

19,557 12,278 7,278
機械装置
及び
運搬具

22,912 13,501 9,411

工具器具
及び備品 74,781 35,550 39,231

工具器具
及び備品 71,481 46,876 24,605

工具器具
及び備品 71,481 39,728 31,753

ソフト
ウェア 46,747 20,489 26,258

ソフト
ウェア 46,747 29,839 16,908

ソフト
ウェア 46,747 25,164 21,583

合計 150,958 73,545 77,412 合計 137,787 88,994 48,792 合計 141,142 78,394 62,748

(注) 　取得価額相当額は、未経過リース料中間期
末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占
める割合が低いため、支払利子込み法により
算定しております。

(注) 　取得価額相当額は、未経過リース料中間期
末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占
める割合が低いため、支払利子込み法により
算定しております。

(注) 　取得価額相当額は、未経過リース料期末残
高が有形固定資産の期末残高等に占める割合
が低いため、支払利子込み法により算定して
おります。

2 　未経過リース料中間期末残高相当額 2 　未経過リース料中間期末残高相当額及びリー
ス資産減損勘定中間期末残高

2 　未経過リース料期末残高相当額

１年内 28,620 千円 未経過リース料中間期末残高相当額 １年内 27,678 千円

１年超 48,792 千円 １年内 27,017 千円 １年超 35,069 千円

合計 77,412 千円 １年超 21,774 千円 合計 62,748 千円

合計 48,792 千円

(注) 　未経過リース料中間期末残高相当額は、未
経過リース料中間期末残高が有形固定資産の
中間期末残高等に占める割合が低いため、支
払利子込み法により算定しております。

(注) 　未経過リース料中間期末残高相当額は、未
経過リース料中間期末残高が有形固定資産の
中間期末残高等に占める割合が低いため、支
払利子込み法により算定しております。

(注) 　未経過リース料期末残高相当額は、未経過
リース料期末残高が有形固定資産の期末残高
等に占める割合が低いため、支払利子込み法
により算定しております。

3 　支払リース料及び減価償却費相当額 3 　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩
額、減価償却費相当額及び減損損失

3 　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 15,071 千円 支払リース料 13,955 千円 支払リース料 29,736 千円

減価償却費相当額 15,071 千円 減価償却費相当額 13,955 千円 減価償却費相当額 29,736 千円

4 　減価償却費相当額の算定方法 4 　減価償却費相当額の算定方法 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。 　　　　　　　　　同左 　　　　　　　　　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。
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（有価証券関係）

１　時価のある有価証券

区分
前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末

(平成17年６月30日) (平成18年６月30日) (平成17年12月31日)

その他有価証券
取得原価
(千円)

中間連結
貸借対照表
計上額
(千円)

差額
(千円)

取得原価
(千円)

中間連結
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)

      株式 829,645 1,468,434 638,788 832,826 2,414,308 1,581,482 832,516 2,448,350 1,615,834

計 829,645 1,468,434 638,788 832,826 2,414,308 1,581,482 832,516 2,448,350 1,615,834

(注)　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

２  時価評価されていない主な有価証券

区分

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末

(平成17年６月30日) (平成18年６月30日) (平成17年12月31日)

中間連結貸借対照表計上額
(千円)

中間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

　　　非上場株式

　　　(店頭売買株式を除く) 50,128 50,128 50,128

計 50,128 50,128 50,128

（デリバティブ取引関係）

　前中間連結会計期間末(平成17年６月30日)に係るデリバティブ取引は、すべてヘッジ会計が適用されているため記載を
省略しております。
   
　当中間連結会計期間末(平成18年６月30日)に係るデリバティブ取引は、すべてヘッジ会計が適用されているため記載を
省略しております。

　前連結会計年度末(平成17年12月31日)に係るデリバティブ取引は、すべてヘッジ会計が適用されているため記載を省略
しております。
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（セグメント情報）
１　事業の種類別セグメント情報
　　前中間連結会計期間（自　平成17年１月１日　至　平成17年６月30日）

項目
計測機器事業

（千円）

電子産業自動
化機器事業
（千円）

その他事業
（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 7,596,860 1,074,087 68,114 8,739,062 － 8,739,062

(2) ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高
又は振替高 － － 227,568 227,568 (227,568) － 

計 7,596,860 1,074,087 295,682 8,966,631 (227,568) 8,739,062

営業費用 6,307,182 937,748 289,495 7,534,426 253,365 7,787,792

営業利益 1,289,678 136,339 6,187 1,432,204 (480,934) 951,270

　　当中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

項目
計測機器事業

（千円）

電子産業自動
化機器事業
（千円）

その他事業
（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 8,871,636 944,679 73,098 9,889,413 － 9,889,413

(2) ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高
又は振替高 － － 270,409 270,409 (270,409) － 

計 8,871,636 944,679 343,508 10,159,823 (270,409) 9,889,413

営業費用 7,179,113 777,587 325,750 8,282,451 317,160 8,599,612

営業利益 1,692,522 167,092 17,757 1,877,372 (587,570) 1,289,801

（注）１ 事業区分は、製品の種類、販売経路等を考慮して行っております。 

   ２ 各事業の主な製品 

     （１）計測機器事業…………………回転・速度計測機器、寸法・変位計測機器、ﾃﾞｰﾀ処理解析装置

                     ﾄﾙｸ計測機器、自動車性能計測機器及びシステム、 

                     周辺機器及びその他。 

     （２）電子産業自動化機器事業……電子産業自動化機器及びシステム。 

     （３）その他事業……………………損害保険代理業務及び不動産管理業務、労働者派遣業等。 

   ３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 573,027千円であり、その

     なものは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。    
 

、 

主 

（注）１ 事業区分は、製品の種類、販売経路等を考慮して行っております。 

   ２ 各事業の主な製品 

     （１）計測機器事業…………………回転・速度計測機器、寸法・変位計測機器、ﾃﾞｰﾀ処理解析装置、 

                     ﾄﾙｸ計測機器、自動車性能計測機器及びシステム、 

                     周辺機器及びその他。 

     （２）電子産業自動化機器事業……電子産業自動化機器及びシステム。 

     （３）その他事業……………………損害保険代理業務及び不動産管理業務、労働者派遣業等。 

   ３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 476,668千円であり、その主 

     なものは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。    
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　　前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

項目
計測機器事業

（千円）

電子産業自動
化機器事業
（千円）

その他事業
（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 15,448,205 2,312,224 130,403 17,890,833 － 17,890,833

(2) ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高
又は振替高 － － 468,728 468,728 (468,728) － 

計 15,448,205 2,312,224 599,132 18,359,561 (468,728) 17,890,833

営業費用 12,621,107 1,896,629 580,689 15,098,426 544,526 15,642,952

営業利益 2,827,097 415,595 18,442 3,261,135 (1,013,254) 2,247,880

２　 所在地別セグメント情報
　　 前中間連結会計期間（自　平成17年１月１日 至 平成17年６月30日）
     　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が９０％を超えているため、所在地別セグメント
　　 情報の記載を省略しております。

　　 当中間連結会計期間（自　平成18年１月１日 至 平成18年６月30日）
     　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が９０％を超えているため、所在地別セグメント
　　 情報の記載を省略しております。

　   前連結会計年度（自　平成17年１月１日 至 平成17年12月31日）
     　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が９０％を超えているため、所在地別セグメント
　　 情報の記載を省略しております。

（注）１ 事業区分は、製品の種類、販売経路等を考慮して行っております。 

   ２ 各事業の主な製品 

     （１）計測機器事業…………………回転・速度計測機器、寸法・変位計測機器、ﾃﾞｰﾀ処理解析装置、

                     ﾄﾙｸ計測機器、自動車性能計測機器及びシステム、 

                     周辺機器及びその他。 

     （２）電子産業自動化機器事業……電子産業自動化機器及びシステム。 

     （３）その他事業……………………損害保険代理業務及び不動産管理業務、労働者派遣業等。 

   ３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 999,245 千円であり、その主

     なものは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。    
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３　海外売上高
　　前中間連結会計期間（自 平成17年１月１日  　至 平成17年６月30日）

アジア 北 米 欧 州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 927,276 498,578 79,572 6,508 1,511,934

Ⅱ 連結売上高（千円） 8,739,062

Ⅲ
連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

10.61 5.71 0.91 0.07 17.30

（注）１　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。

　　　２　国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

     (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) 各区分に属する主な国又は地域

  　　　(ｲ)アジア………………中国・韓国・台湾

　　  　(ﾛ)北米…………………アメリカ・カナダ

　  　　(ﾊ)欧州…………………ドイツ・イギリス

　　  　(ﾆ)その他の地域………オーストラリア・南アフリカ

　　当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 　 至 平成18年６月30日）

アジア 北 米 欧 州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 583,662 481,307 84,827 10,330 1,160,126

Ⅱ 連結売上高（千円） 9,889,413

Ⅲ
連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

5.90 4.87 0.86 0.10 11.73

（注）１　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。

　　　２　国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

     (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) 各区分に属する主な国又は地域

  　　　(ｲ)アジア………………中国・韓国・台湾

　　  　(ﾛ)北米…………………アメリカ・カナダ

　  　　(ﾊ)欧州…………………ドイツ・イギリス

　　  　(ﾆ)その他の地域………オーストラリア・南アフリカ

　　前連結会計年度（自 平成17年１月１日  　至 平成17年12月31日）

アジア 北 米 欧 州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,198,632 912,493 130,886 64,794 3,306,805

Ⅱ 連結売上高（千円） 17,890,833

Ⅲ
連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

12.29 5.10 0.73 0.36 18.48

（注）１　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。

　　　２　国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

     (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) 各区分に属する主な国又は地域

  　　　(ｲ)アジア………………中国・韓国・台湾

　　  　(ﾛ)北米…………………アメリカ・カナダ

　  　　(ﾊ)欧州…………………ドイツ・イギリス

　　  　(ﾆ)その他の地域………オーストラリア・南アフリカ
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　（重要な後発事象）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
  至　平成17年６月30日)

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

　該当事項はありません。 　該当事項はありません。 　該当事項はありません。
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