
１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 87円39銭 

なお、平成18年10月1日に１株を1.1株に株式分割するため、分割後の株式数によって算出してあります。 

※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。 

平成19年３月期 中間決算短信（連結） 
(財)財務会計基準機構会員

平成18年11月9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 
取締役執行役員 

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11月9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９月中間期 13,804 19.8 469 △42.1 721 △20.9

17年９月中間期 11,527 △0.6 811 △21.1 912 △19.3

18年３月期 24,304  1,526  1,752  

 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９月中間期 485 △22.8 32 25 30 68

17年９月中間期 629 △9.0 45 91 43 68

18年３月期 1,140  72 96 69 42

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 32百万円 17年９月中間期 18百万円 18年３月期   53百万円

②期中平均株式数 (連結) 18年９月中間期 15,066,931株 17年９月中間期 13,704,855株 18年３月期 15,072,370 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、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 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９月中間期 43,547 19,763 45.4 1,306 04

17年９月中間期 31,877 18,512 58.1 1,350 93

18年３月期 34,257 19,809 57.8 1,312 10

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 15,066,902株 17年９月中間期 13,703,266株 18年３月期 15,067,002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９月中間期 686 △6,942 6,990 2,418

17年９月中間期 348 △419 △374 2,346

18年３月期 1,151 △1,358 △901 1,683

(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 17社 持分法適用非連結子会社数 － 社 持分法適用関連会社数 ３社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結（新規） ８社 （除外） － 社 持分法（新規）   ３社 （除外） １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

通 期 33,760  2,220  1,450  
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１．企業集団の状況 
 当社グループは、当中間連結会計期間より新たに子会社としてAN Holdings,Inc.とその子会社及び関連会社が加わ

り、当社及び子会社21社、関連会社７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。 

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㈱ 

 AN Holdings,Inc. 

 Ashcroft Inc. 

  Willy Instrumentos de Medicao e Controle Ltda.   

  Ashcroft Instruments GmbH 

  Ashcroft Instruments Singapore Pte,Ltd. 

  Ashcroft Instruments Canada,Inc. 

  DHC Instruments LLC 

  Ashcroft Instruments S.A. de C.V. 

  Ashcroft-Nagano,Inc. 

  Ashcroft-Nagano Instruments Japan,LLC 

  Manufacturas Petroleros Venezolanas S.A. 

  Ashcroft Al-Rushaid Co.,Ltd. 

 ㈱キャステク 

 トキコナガノ㈱ 

 KOREA NAGANO CO.,LTD.                   （会社総数 ２１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 

ゼットエイ㈱ 

 AN Holdings,Inc. 

  Ashcroft Inc. 

  Willy Instrumentos de Medicao e Controle Ltda.   

  Ashcroft Instruments GmbH 

  Ashcroft Instruments Singapore Pte,Ltd. 

  Ashcroft Instruments Canada,Inc. 

  DHC Instruments LLC 

  Ashcroft Instruments S.A. de C.V. 

  Ashcroft-Nagano,Inc. 

  Ashcroft-Nagano Instruments Japan,LLC 

  Manufacturas Petroleros Venezolanas S.A. 

  Ashcroft Al-Rushaid Co.,Ltd. 

 トキコナガノ㈱ 

 KOREA NAGANO CO.,LTD. 

 FUKUDA USA Inc. 

 ADZ NAGANO GmbH              （会社総数 ２０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）
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 以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

  

（注）無印連結子会社 

    ※１非連結子会社 

    ※２持分法適用関連会社 

    ※３持分法非適用関連会社 

 

修理保守サービス
の委託･製品の供給

㈱ナガノ計装 
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

㈱長野汎用計器製作所 

㈱ナガノ 

部品の供給
㈱ヨシトミ 

施設運営管理
㈱エポックナガノ

部品の供給 
㈱マーシン 

得     意     先 

長 
 
 

野 
 
 

計 
 
 

器 
 
 

㈱ 

部品の加工 

㈱フクダ 

※1 

㈱フクダ朝霞事業所

長野福田(天津)儀器儀表

有限公司 

FUKUDA USA Inc. 

製品の供給

製品の供給

製品の供給
ゼットエイ㈱ 

派遣社員の受入

KOREA NAGANO 
CO.,LTD. 

製品の供給

AN Holdings,Inc. 

DHC Instruments LLC 

製品の供給 

部品の供給 

部品の供給 

トキコナガノ㈱ 

㈱サンキャスト 

㈱キャステク 

製品の供給 製品の供給

販売 

ロイヤルティ
の支払 

Ashcroft  
Instruments Singapore 

Pte,Ltd. 

Ashcroft Instruments 
Canada,Inc. 

Ashcroft  
Instruments S.A. 
 de C.V. 

Ashcroft-Nagano,Inc. 

Ashcroft-Nagano 
Instruments Japan,LLC 

Manufacturas   

Petroleros Venezolanas 
S.A. 

Ashcroft Al-Rushaid 
Co.,Ltd. 

製品の供給 

ロイヤルティ
の支払 

生産・販売

Ashcroft Inc. 

Willy Instrumentos de 
Medicao e Controle 

Ltda. 

Ashcroft  
Instruments GmbH 

製品・部品
の供給

製品・部品

の供給

※1

ADZ NAGANO GmbH 
製品の供給

※1 

※2 

※2 

※2

※3

※3 

※3

※3

※1
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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株当たり年間配当金は、25円（中間配当12円50銭、期末配当金12円50銭）を予定しております。 

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当期が最終年度となりますが、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18年５月に完全子会社としましたAN Holdings,Inc.（旧商号Ashcroft Holdings,Inc.）は、アメ

リカの名門大手計測機器メーカーで圧力計、温度計、圧力センサ等アメリカをはじめ、ブラジル、ドイツなど世

界各地に製造・販売拠点があり、同社との連携によりグローバルネットワーク（技術サポートサービス）の確立

が可能となり、グローバル戦略が大きく前進いたしました。さらに、当社が推進する北米市場における自動車用

圧力センサの生産拠点の構築が可能となりました。 

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。 
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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

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ると共に、完全子会社と

しましたAN Holdings,Inc.との相互の製品体系の見直しによる部品の共通化等により、コスト低減を図り、国際

競争力を強化してまいります。 

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。 

また、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推進し、圧力計・圧力センサ

に次ぐ第三の柱を早期に立ち上げてまいります。 

さらに、光ファイバーをセンシングエレメントとした計測装置やワイヤレス圧力センサの製品化が完了したこ

とにより、新市場開拓を進め販売の拡大に努めると同時に、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。 

  

（7）その他、会社の経営上の重要な事項 

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 

（1）経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油、原材料価格の高騰が続いたものの、企業収益の改善を背景とし

た設備投資の増加や、雇用環境の改善等による個人消費の穏やかな回復に支えられ、景気は回復基調を維持して推移

いたしました。 

このような経済状況下において、当社グループは、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、前連結会計年度に引続き堅調に推移し、半導体関連製造設

備用を主とした半導体業界向の圧力センサも需要の回復が見られましたが、自動車用圧力センサは低調のまま推移い

たしました。 

なお、平成17年９月に株式会社サンキャストを連結子会社としたことにより、当中間連結会計期間における同社の

売上高13億71百万円が前年同期比で増加要因となっております。また、平成18年５月に完全子会社としました

AN Holdings,Inc.につきましても、同社の平成18年６月の１ヵ月分の売上高12億53百万円が前年同期比で増加要因と

なっております。 

利益面におきましては、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、前連結会計年度

に導入いたしました圧力計の組立自動化・セル生産ラインの効果がまだ十分に出ていないこと、原油、原材料価格の

高騰、自家発電装置の休止による電力量の増加、新製品発売に伴う初期投資費用の発生、企業買収に伴う一時費用等

が費用増加要因となっております。また、一部不採算製品のたな卸評価額を時価評価としたため、１億45百万円が利

益圧迫要因となっております。 

なお、AN Holdings,Inc.の子会社化に伴う株式取得と貸付のために調達しましたドルの当中間連結会計期間におけ

る為替差益２億８百万円が、営業外利益に含まれております。 

この結果、当中間連結会計期間の売上高は138億４百万円（前年同期比22億76百万円 19.8％増）、経常利益は７

億21百万円（同１億90百万円 20.9％減）、当期純利益は４億85百万円（同１億43百万円 22.8％減）となりまし

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、空圧機器業界の主要ユーザーによる在庫調整と、医療機器用におけるモデルチェンジによる

切換え時期に当たったこと等による減収要因はあったものの、順調に推移しました。 

なお、当中間連結会計期間よりAN Holdings,Inc.が連結子会社として加わったことにより、同社の６月１ヵ月分の

業績が寄与しております。 

この結果、圧力計事業部門の当中間連結会計期間における売上高は64億97百万円となり、前年同期比５億78百万円

（9.8％）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、工業計測用や建設機械業界向の圧力センサ及び自動車業界や電子部品関連業界向のエア

リークテスターは依然好調に推移し、半導体業界向の圧力センサも需要の回復が見られ売上は増加いたしましたが、

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の遅れによ

り、売上は減少いたしました。 

なお、圧力計事業部門と同様に当中間連結会計期間よりAN Holdings,Inc.が連結子会社として加わったことによ

り、同社の６月１ヵ月分の業績が寄与しております。 

この結果、圧力センサ事業部門の当中間連結会計期間における売上高は58億72百万円となり、前年同期比３億32百

万円（6.0％）の増収となりました。 

【その他事業部門】 

その他事業部門では、平成17年９月に株式会社サンキャストが連結子会社として加わったことにより、同社の当中

間連結会計期間の業績が前年同期比で増加要因となっております。  

この結果、その他事業部門の当中間連結会計期間における売上高は14億35百万円となり、前年同期比13億65百万円

（1,957.4％）の大幅な増収となりました。 
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（2）財政状態 

当中間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24億18百万円となり、前中間連結会

計期間末23億46百万円に対し、72百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次の

とおりであります。 

  

【営業活動によるキャッシュ・フロー】 

営業活動の結果得られた資金は６億86百万円（前年同期は３億48百万円の収入）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７億16百万円、減価償却費５億74百万円であり、支出の主な内訳は、

為替差益の計上２億12百万円、売上債権の増加額１億17百万円及び法人税等の支払額４億７百万円であります。 

【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69億42百万円（前年同期は４億19百万円の支出）となりました。 

これは主に、子会社取得による支出42億45百万円と短期貸付金の実行による支出28億54百万円があったことなどに

よるものであります。 

【財務活動によるキャッシュ・フロー】 

財務活動の結果得られた資金は69億90百万円（前年同期は３億74百万円の支出）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73億22百万円あったことによるものであります。 

  

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 

（中間期については、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。） 

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（中間期末）株価終値×期末（中間期末）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（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・フローを使

用しております。有利子負債は、連結（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。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。 

 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

 中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 55.4 59.5 58.1 57.8 45.2 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
79.7 80.9 73.6 80.8 54.7 

債務償還年数（年） 4.2 5.3 8.5 5.0 9.3 

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
10.5 8.1 7.2 10.8 7.6 
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（3）通期の見通し 

今後の見通しにつきましては、引続き企業の設備投資と個人消費が牽引して景気は堅調に推移するものと思われま

す。一方、米国経済の減速傾向や原油、原材料価格の動向などの懸念要因もあり、不透明さを増すものと思われま

す。 

このような状況の中で、工業計測用や半導体業界向、建設機械業界向の圧力計、圧力センサは依然堅調に推移する

ものと見込んでおります。自動車用圧力センサは、主要ユーザーでの内製化の拡大により減少を見込んでおります。

製品全般の価格改訂の効果により、原油価格上昇や資材の高騰の影響を補える見込みであります。 

また、完全子会社としましたAN Holdings,Inc.につきましては、当初見込んでおりました業績予想を上回る見込で

あります。 

なお、為替相場につきましては、不透明な要素はあるものの、下期も現状の為替水準で推移するものと見込んでお

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337億60百万円、経常利益22億20百万円、当期

純利益14億50百万円を見込んでおります。 

  

（4）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、当中間連結会計期間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。従来、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したが、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で輸入しており、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。 

さらに、為替変動は、当社グループの外貨建取引から発生する資産及び負債の円換算額に影響を与える可能性

があります。また、海外連結子会社が加わったことに伴い、外貨建財務諸表の円換算による金額変動により連結

財務諸表に与える影響が増大する可能性があります。 

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。 
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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 

自動車用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平成18年５月に完全子会社とし

ましたAN Holdings,Inc.の活用を図ってまいりますが、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。 

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．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 

（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

対前中間
期比 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減
（千円） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ 流動資産            

１．現金及び預金   3,084,053   2,800,107     3,017,728  

２．受取手形及
び売掛金 

※３  7,694,864   9,750,217     7,876,476  

３．有価証券   37,873   26,698     27,493  

４．たな卸資産   3,916,354   6,568,266     4,379,830  

５．繰延税金資産   262,294   405,703     325,497  

６．その他   159,954   821,467     637,128  

貸倒引当金   △87,576   △158,784     △61,200  

流動資産合計   15,067,817 47.3  20,213,675 46.4 5,145,857  16,202,954 47.3 

Ⅱ 固定資産            

１．有形固定資産            

(1）建物及び
構築物 

※１ 7,623,025   7,976,338    7,639,965   

減価償却
累計額  5,081,188 2,541,836  5,232,276 2,744,062    5,180,598 2,459,366  

(2）機械装置及
び運搬具 

※１ 13,217,453   15,915,784    13,393,852   

減価償却
累計額  9,600,483 3,616,970  10,281,213 5,634,571    9,926,707 3,467,145  

(3）土地 ※１  2,776,705   4,437,615     2,806,705  

(4）建設仮勘定   545,633   912,693     699,409  

(5）その他 ※１ 3,168,927   3,304,150    3,215,138   

減価償却累計額  2,736,480 432,447  2,852,323 451,827    2,792,909 422,229  

有形固定資
産合計   9,913,594 31.1  14,180,770 32.6 4,267,176  9,854,856 28.8

２．無形固定資産        

(1）のれん   －  227,912   －

(2）その他   －  937,504   －

無形固定資
産合計   73,949 0.2  1,165,416 2.7 1,091,467  63,836 0.2

３．投資その他
の資産            

(1）投資有価証券   5,604,936   6,832,044     7,043,339  

(2）繰延税金資産   302,256   128,013     132,146  

(3）その他   922,343   1,034,867     968,343  

貸倒引当金   △7,420   △7,733     △8,013  

投資その他の
資産合計   6,822,116 21.4  7,987,193 18.3 1,165,076  8,135,817 23.7

固定資産合計   16,809,659 52.7  23,333,379 53.6 6,523,720  18,054,510 52.7 

資産合計   31,877,477 100.0  43,547,055 100.0 11,669,578  34,257,464 100.0 
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前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

対前中間
期比 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減
（千円） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）             

Ⅰ 流動負債             

１．支払手形及び
買掛金 

※３  2,502,918   3,665,496     3,064,470  

２．短期借入金 ※１  3,500,689   10,756,756     3,550,221  

３．一年内返済予
定長期借入金 

※１  1,101,746   629,684     1,016,344  

４．未払法人税等   415,368   376,493     435,432  

５．賞与引当金   483,693   587,416     482,286  

６．役員賞与引当
金   －   3,500     －  

７．その他   835,210   1,685,436     1,066,690  

流動負債合計   8,839,626 27.7  17,704,783 40.6 8,865,157  9,615,445 28.1 

Ⅱ 固定負債             

１．社債    1,130,000   1,090,000     1,120,000  

２．長期借入金 ※１  1,328,336   1,411,143     1,139,435  

３. 繰延税金負債    －   1,345,539     499,260  

４．退職給付引当
金   1,703,748   1,984,092     1,705,353  

５．役員退職慰労
引当金   83,362   108,741     99,968  

６．連結調整勘定   81,558   －     64,856  

７．その他   127,643   138,802     125,746  

固定負債合計   4,454,649 14.0  6,078,318 14.0 1,623,669  4,754,620 13.9 

負債合計   13,294,275 41.7  23,783,101 54.6 10,488,826  14,370,066 42.0 

             

（少数株主持分）             

少数株主持分   71,059 0.2  － － △71,059  77,414 0.2 

             

（資本の部）             

Ⅰ 資本金   3,379,680 10.6  － － △3,379,680  3,379,680 9.9 

Ⅱ 資本剰余金   3,479,588 10.9  － － △3,479,588  3,479,695 10.2 

Ⅲ 利益剰余金   10,341,705 32.4  － － △10,341,705  10,698,490 31.2 

Ⅳ その他有価証券
評価差額金   1,324,896 4.2  － － △1,324,896  2,277,183 6.6 

Ⅴ 自己株式   △13,728 △0.0  － － 13,728  △25,066 △0.1 

資本合計   18,512,141 58.1  － － △18,512,141  19,809,982 57.8 

負債、少数株主
持分及び資本合
計 

  31,877,477 100.0  － － △31,877,477  34,257,464 100.0 
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前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

対前中間
期比 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減
（千円） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）            

  
Ⅰ 株主資本                

１．資本金    － －  3,379,680 7.8 3,379,680  － －

２．資本剰余金    － －  3,479,695 8.0 3,479,695  － －

３．利益剰余金    － －  10,936,728 25.1 10,936,728  － －

４．自己株式    － －  △25,249 △0.1 △25,249  － －

株主資本合計   － －  17,770,854 40.8 17,770,854  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等            

１．その他有価証
券評価差額金 

   － －  1,787,768 4.1 1,787,768  － －

２．為替換算調整
勘定 

   － －  119,288 0.3 119,288  － －

評価・換算差額
等合計   － －  1,907,056 4.4 1,907,056  － － 

Ⅲ 少数株主持分   － －  86,042 0.2 86,042  － － 

純資産合計   － －  19,763,953 45.4 19,763,953  － － 

負債純資産合計   － －  43,547,055 100.0 43,547,055  － － 
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(2) 中間連結損益計算書 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

対前中間
期比 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

増減 
（千円） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   11,527,711 100.0  13,804,568 100.0 2,276,856  24,304,976 100.0 

Ⅱ 売上原価   8,516,831 73.9  10,667,091 77.3 2,150,260  18,261,638 75.1 

売上総利益   3,010,880 26.1  3,137,476 22.7 126,596  6,043,337 24.9 

Ⅲ 販売費及び一
般管理費           

１．荷造運賃  181,860   223,965   402,815   

２．給与諸手当  505,062   685,299   1,160,949   

３．福利厚生費  141,765   187,841   285,329   

４．賞与引当金
繰入額  133,622   119,451   137,312   

５．退職給付引
当金繰入額  25,351   22,168   44,068   

６．役員賞与引
当金繰入額  －   3,500   －   

７．役員退職慰
労引当金繰
入額 

 3,825   16,312   13,221   

８．貸倒引当金
繰入額  1,979   8,441   2,138   

９．減価償却費  31,694   60,826   70,658   

10．研究開発費  442,887   416,666   895,651   

11．その他  731,563 2,199,612 19.1 923,040 2,667,514 19.3 467,901 1,504,674 4,516,819 18.6 

営業利益   811,267 7.0  469,962 3.4 △341,304  1,526,518 6.3 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  20,864   29,183   61,323   

２．受取配当金  37,284   46,539   65,911   

３．賃貸料収入  11,551   2,602   26,653   

４, 為替差益  －   216,766   －   

５．連結調整勘
定償却額  6,361   －   16,615   

６．作業屑売却益  38,185   －   65,630   

７．開発助成金  9,017   25,143   71,627   

８．持分法によ
る投資利益  18,938   32,455   53,205   

９．その他  42,029 184,233 1.6 39,893 392,584 2.8 208,351 78,560 439,526 1.8 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  49,271   91,103   109,677   

２．手形売却損  26,622   33,764   55,845   

３．その他  7,278 83,172 0.7 15,996 140,863 1.0 57,691 48,085 213,608 0.9 

経常利益   912,328 7.9  721,683 5.2 △190,644  1,752,437 7.2 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

対前中間
期比 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

増減 
（千円） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅵ 特別利益            

１．投資有価証券
売却益  53,054   29,136    172,320   

２．投資事業組合
出資収益  76,130   7,660    97,663   

３. 賞与引当金戻
入益  －   20,657    －   

４．その他  4,017 133,202 1.2 7,071 64,526 0.5 △68,676 2,424 272,408 1.1 

Ⅶ 特別損失            

１. 固定資産売却
損 

※２ －   1,183    272   

２. 固定資産除却
損 

※３ 8,189   43,267    17,559   

３．投資有価証券
評価損  5,962   13,315    －   

４．投資有価証券
売却損  6,833   4,054    43,612   

５．投資事業組合
出資損失  13,268   7,488    44,524   

６. その他  － 34,253 0.3 － 69,308 0.5 35,055 80,813 186,781 0.7

税金等調整前
中間(当期)純
利益 

  1,011,277 8.8  716,901 5.2 △294,375  1,838,064 7.6 

法人税、住民
税及び事業税  396,601   252,826     775,881   

法人税等調整
額  △14,716 381,885 3.3 △36,885 215,941 1.6 △165,943 △89,728 686,152 2.8 

少数株主利益   176 0.0  15,125 0.1 14,949  11,748 0.1 

中間（当期）
純利益   629,215 5.5  485,834 3.5 △143,381  1,140,163 4.7 
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(3) 中間連結剰余金計算書 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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   3,479,443  3,479,443 

Ⅱ 資本剰余金増加高       

    自己株式処分差益   145 145 251 251 

Ⅲ 資本剰余金中間期末（期
末）残高   3,479,588  3,479,695 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   9,966,510  9,966,510 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

中間（当期）純利益  629,215 629,215 1,140,163 1,140,163 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．配当金  205,596  359,758  

２．役員賞与  48,425 254,021 48,425 408,183 

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期
末）残高   10,341,705  10,698,490 
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(4) 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４月１日 至 平成18年９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 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
3,379,680 3,479,695 10,698,490 △25,066 17,532,799 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当     △207,171   △207,171 

役員賞与     △40,425   △40,425 

中間純利益     485,834   485,834 

自己株式の取得       △182 △182 

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） 
－ － 238,238 △182 238,055 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
3,379,680 3,479,695 10,936,728 △25,249 17,770,854 

 

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 

為替換算調整勘定 
評価・換算差額等
合計 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
2,277,183 － 2,277,183 77,414 19,887,397 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当         △207,171 

役員賞与         △40,425 

中間純利益         485,834 

自己株式の取得         △182 

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） 
△489,415 119,288 △370,127 8,627 △361,499 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△489,415 119,288 △370,127 8,627 △123,444 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
1,787,768 119,288 1,907,056 86,042 19,763,953 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。  
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(5) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

対前中間期比 

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４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 
（千円） 

金額（千円） 

Ⅰ営業活動によるキャッシ
ュ・フロー       

税金等調整前中間 
（当期）純利益  1,011,277 716,901   1,838,604 

減価償却費  497,849 574,000   1,107,935 

連結調整勘定償却額  △6,361 －   △16,615 

のれん償却額  － 10,798   － 

貸倒引当金の増減額
（減少:△）  △2,043 20,871   △27,826 

賞与引当金の増減額
（減少:△）  2,250 3,257   844 

退職給付引当金の増減
額（減少:△）  △27,954 △46,432   △26,349 

受取利息及び受取配当
金  △58,149 △75,722   △127,234 

支払利息  49,271 91,103   109,677 

手形売却損  26,622 33,764   55,845 

為替評価差損益  － △216,763   － 

投資有価証券売却益  △53,054 △29,136   △172,320 

投資有価証券売却損  6,833 4,054   43,612 

投資有価証券評価損  5,962 13,315   － 

投資事業組合出資利益  － △7,660   △97,663 

投資事業組合出資損失  － 7,488   44,524 

売上債権の増減額 
(増加：△)  △382,801 △117,521   △572,791 

たな卸資産の増減額 
 (増加：△)  △261,329 △78,584   △724,804 

仕入債務の増減額 
（減少:△）  17,994 △96,830   625,212 

未払消費税等の増減額 
（減少:△）  △53,043 35,671   △82,696 

その他  △52,918 290,878   △83,328 

小計  720,405 1,133,453 413,047 1,894,084 

利息及び配当金の受取
額  74,710 84,535   163,131 

利息の支払額  △48,704 △90,014   △106,979 

手形売却損  △26,323 △33,592   △53,255 

法人税等の支払額  △371,783 △407,554   △745,932 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  348,305 686,826 338,521 1,151,049 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

対前中間期比 

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４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 
（千円） 

金額（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  △561,437 △300,568   △1,524,940 

定期預金の払戻による
収入  484,287 1,251,198   826,117 

有形固定資産の取得に
よる支出  △881,163 △542,752   △1,422,380 

有形固定資産の売却に
よる収入  － 170   369 

投資有価証券の取得に
よる支出  △818,435 △855,741   △2,024,058 

投資有価証券の売却に
よる収入  947,293 498,355   2,430,655 

短期貸付金の実行   － △2,854,088   － 

新規連結子会社取得に
よる収入（△支出） 

  307,993 △4,245,660   307,993 

その他  101,584 106,459   47,761 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー  △419,876 △6,942,628 △6,522,751 △1,358,481 

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  11,214,689 25,718,756   23,295,221 

短期借入金の返済によ
る支出  △11,013,000 △18,512,221   △23,146,197 

長期借入による収入  209,520 250,000   230,000 

長期借入金の返済によ
る支出  △575,511 △364,952   △870,294 

社債償還による支出  － △10,000   △10,000 

自己株式の売却による
収入   1,293 －   1,932 

配当金の支払額  △204,572 △205,975   △358,419 

少数株主への配当金の
支払額  △150 △250   △150 

その他  △6,813 115,474   △43,753 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  △374,543 6,990,832 7,365,376 △901,661 

Ⅳ現金及び現金同等物の増
減額(減少：△)  △446,114 735,030 1,181,145 △1,109,092 

Ⅴ現金及び現金同等物の期
首残高  2,792,488 1,683,395 △1,109,092 2,792,488 

Ⅵ現金及び現金同等物の中
間期末(期末)残高 
  

※１ 
  
  

2,346,373 2,418,426 72,052 1,683,395 
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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 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（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11社のうち次の９社を、

連結の対象としております。 

１．連結の範囲に関する事項 

（1）子会社21社のうち次の17社を、

連結の対象としております。 

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   

当中間連結会計期間において

株式会社サンキャストが、新た

に子会社となりました。 

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   

*1 AN Holdings,Inc． 

*2 Ashcroft Inc. 

*3 Willy Instrumentos de   

  Medicao e Controle Ltda. 

*4 Ashcroft Instruments GmbH 

*5 Ashcroft Instruments  

  Singapore Pte,Ltd. 

*6 Ashcroft Instruments   

  Canada,Inc. 

*7 Ashcroft Instruments   

  S.A. de C.V. 

*8 Ashcroft-Nagano,Inc. 

 なお、当中間連結会計期間に

おいて上記*1～*8の会社が、新

たに子会社となりました。 

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

クダ朝霞事業所及び長野福田

（天津）儀器儀表有限公司）に

ついては、いずれも小規模であ

り、合計の総資産、売上高、中

間純損益及び利益剰余金等は、

いずれも中間連結財務諸表に重

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）非連結子会社４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・DHC  

Instruments LLC・Ashcroft-

Nagano Instruments Japan,LLC 

）については、いずれも小規模

であり、合計の総資産、売上

高、中間純損益及び利益剰余金

等は、いずれも中間連結財務諸

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）非連結子会社２社（株式会社フ

クダ朝霞事業所及び長野福田

（天津）儀器儀表有限公司）に

ついては、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。 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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。 

２．持分法の適用に関する事項 

（1）関連会社７社のうち次の３社

を、持分法の適用範囲としてお

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. 

トキコナガノ 株式会社 

株式会社 キャステク 

KOREA NAGANO CO.,LTD. 

当中間連結会計年度において、 

・Manufacturas Petroleros 

 Venezolanas S.A. 

・Ashcroft Al-Rushaid  

 Co.,Ltd. 

・ADZ NAGANO GmbH 

が、新たに関連会社となりまし

た。 

なお、ADZ NAGANO GmbHの持分

は20%未満でありますが、取引

関係等の影響力の見直しを行っ

た結果、実質的な影響力を持っ

ているため関連会社に含めてお

ります。 

また、DRESSER-NAGANO,INC.

(現 Ashcroft-Nagano,Inc. 

)は、AN Holdings,Inc.を子会

社化したことにより出資比率が

100％となり、連結対象子会社

となったため持分法の適用範囲

から除いております。 

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、中間純損

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

中間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・DHC Instruments 

LLC・Ashcroft-Nagano 

Instruments Japan,LLC）及び

関連会社（FUKUDA USA Inc.・

Manufacturas Petroleros  

Venezolanas S.A.・ 

Ashcroft Al-Rushaid Co.,Ltd. 

・ADZ NAGANO GmbH）は、中間

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

ても中間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。 

 

- 20 -



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

 すべての連結子会社の中間会計

期間の末日は、中間連結決算日と

一致しております。 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

  AN Holdings,Inc.とその子会社

及び関連会社の中間決算日は6月30

日であります。中間連結財務諸表

を作成するに当っては同日現在の

中間財務諸表を使用し、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

行っております。 

３．連結子会社の決算日等に関する

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。 

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 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格

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） 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算

定） 

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） 

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 

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 

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 

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 

(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 

 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 

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、在外子会社が増加した

ため、主な耐用年数は次のとお

り変更となりました。 

建物     10年～50年 

機械装置    7年～11年 

① 有形固定資産 

同左 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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 

② 無形固定資産 

同左 

(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 

 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。 

① 貸倒引当金 

同左 

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 

② 賞与引当金 

同左 

③   ────── 

  

③ 役員賞与引当金 

 当社の一部連結子会社は、役

員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、当中間連結会計

期間に見合う分を計上しており

ます。  

（会計方針の変更） 

 当中間連結会計期間より、

「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号平成17年

11月29日）を適用しておりま

す。 

 これにより営業利益、経常利

益及び税金等調整前中間純利益

は、それぞれ9,108千円減少し

ております。 

③   ────── 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

④ 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。 

 なお、会計基準変更時差異に

ついての費用処理は前連結会計

年度で終了しております。 

 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。 

④ 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。 

 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 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。 

⑤ 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

づく中間期末要支給額を計上

しております。 

⑤ 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、内規に基づく中

間期末要支給額を計上してお

ります。 

⑤ 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。 

 また、この内規の新設が、

当下半期に行われたため当中

間連結会計期間は従来の方法

によっております。従って、

当中間連結会計期間は、変更

後の方法によった場合に比

べ、営業利益及び経常利益は

5,940千円、税金等調整前当期

純利益は13,149千円、それぞ

れ多く計上されております。 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(4）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、中間

決算日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。 

(4）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、中間

決算日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。 

 なお、在外子会社等の資産及

び負債は中間決算日の直物為替

相場により円貨に換算しており

ます。また、収益及び費用は期

中平均相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部にお

ける為替換算調整勘定及び少数

株主持分に含めて計上しており

ます。 

(4）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。 

(5）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。 

 なお、一部の在外子会社はオ

ペレーティングリースを採用し

ております。 

(5）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(6）重要なヘッジ会計の方法 (6）重要なヘッジ会計の方法 (6）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。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

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 

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 

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 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

(7）その他中間連結財務諸表作成

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。 

(7）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる事項 

  消費税等の会計処理 

同左 

(7）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 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

５．中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 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。 

５．中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

同左 

５．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。 
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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 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── １．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より、「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。これによ

る損益に与える影響はありませ

ん。  

これまでの資本の部の合計に相当

する金額は19,677,910千円でありま

す。 

なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。  

────── 

１．固定資産の減損に係る会計基準 

当中間連結会計期間より、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。 

────── 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。 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ──────   ２．自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正 

当中間連結会計期間から、改正後

の「自己株式及び準備金の額の減少

等に関する会計基準」（企業会計基

準委員会最終改正平成18年8月11日 

企業会計基準1号）及び「自己株式

及び準備金の額の減少等に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会 最終改正平成18年8月11日 

企業会計基準適用指針第2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。 

なお、中間連結財務諸表規則の改

正による中間連結貸借対照表の表示

に関する変更は以下のとおりであり

ます。 

前中間連結会計期間において資本

に対する控除項目として「資本の

部」の末尾に表示しておりました

「自己株式」は、当中間連結会計期

間から株主資本に対する控除項目と

して「株主資本」の末尾に表示して

おります。  

 ──────   

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、たな

卸資産廃却損は、毎期経常的に発生

する傾向があることから、当中間連

結会計期間において管理方法の見直

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

38,506千円増加し、売上総利益及び

営業利益は同額減少しております

が、経常利益及び税金等調整前中間

純利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、経常利益及び税金等調整前

当期純利益に与える影響はありま

せん。  

 

- 27 -



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ──────  

  

３．企業結合に係る会計基準等 

当中間連結会計期間から「企業結

合に係る会計基準」（企業会計審議

会平成15年10月31日）及び「事業分

離等に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 平成17年12月27日 企

業会計基準第7号）並びに「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基準

に関する適用指針」（企業会計基準

委員会 平成17年12月27日 企業会

計基準適用指針第10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。 

 ──────  

  

 ──────  ４．作業金屑売却収入の会計処理 

作業工程で発生する金屑の売却収

入は従来、営業外収益として計上し

ておりましたが、当中間連結会計期

間より製造費用(売上原価)の控除項

目として計上する方法に変更いたし

ました。 

この変更は、金屑の売却価格の上

昇に伴って、その金額的重要性が増

してきたため、製造費用(売上原価)

の控除項目として計上することによ

って、より適正な材料費を算出して

原価管理を適切に行うためのもので

あります。  

この変更により、売上原価は

23,253千円、営業外収益は38,755千

円減少しております。 

この結果、従来と同一の方法を採

用した場合と比較して、売上総利益

及び営業利益は23,253千円増加し、

経常利益及び税金等調整前中間純利

益は15,502千円減少しております。 

 ──────  
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表示方法の変更  

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

（中間連結貸借対照表）  

 「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、前中間連結会

計期間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

中間連結会計期間より、「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、34,460千円、232,194千円増加しておりま

す。 

 なお、前中間連結会計期間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271,316千円であります。 

  

（中間連結貸借対照表）  

 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」とし

て掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「の

れん」と表示しております。 

 ──────  （中間連結損益計算書） 

 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却

額」として掲記されていたものは、当中間連結会計期間

から、「負ののれん償却額」としてのれん償却額と相殺

しております。   

 前中間連結会計期間において営業外収益の「その他」

に含めて表示しておりました「為替差益」（前中間連結

会計期間410千円）については、営業外収益の100分の10

超となったため、当中間連結会計期間より区分掲記して

おります。  
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追加情報 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── （共同研究に関する開発助成金の会

計処理） 

従来、共同研究契約書に基づき

受け取っている開発助成金は、営

業外収益として処理しておりまし

たが、当中間連結会計期間より販

売費及び一般管理費の研究開発費

より控除する方法に変更いたしま

した。 

この変更は、共同研究に係る開

発助成金と関連する研究開発に係

る費用との対応関係の見直しを行

い、両建て処理するよりはむしろ

純額処理した方が企業の研究開発

活動の実態をより適切に表すもの

であり、また、今後も継続が見込

まれることから、営業損益をより

適正に表示するために行ったもの

であります。 

なお、この変更により従来の方

法によった場合に比べ、営業利益

は10,107千円増加しております

が、経常利益及び税金等調整前中

間純利益に与える影響はありませ

ん。 

────── 
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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 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

※１ 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及びこれに対応

する債務 

※１ 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 (1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 

建物及び構築物 
 1,872,004千円 

(1,168,504千円)

機械装置及び 
運搬具 

3,252,019 

(3,252,019    )

土地 
1,636,680 

( 962,844    )

有形固定資産 
その他 

271,601 

( 271,601    )

計 
7,032,305 

(5,654,969    )

建物及び構築物 
 1,695,573千円 

(1,065,422千円)

機械装置及び 
運搬具 

2,934,864 

(2,757,003    )

土地 
1,589,482 

(  962,844    )

有形固定資産 
その他 

259,517 

( 259,517    )

計 
6,479,437 

(5,044,788    )

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 (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 

657,002 

( 412,440    )

長期借入金 
1,047,821 

(  388,740    )

計 
2,294,823 

(  851,180  )

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 

510,616 

(  247,360    )

長期借入金 
777,205 

(  141,380    )

計 
1,877,821 

(  438,740  )

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。 

 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）    ────── (3）当社においては、企業買収のために、 

特定融資枠（コミットメント）契約を締

結しております。当連結会計年度におけ

る貸出コミットメントに係る借入金未実

行残高等は次のとおりです。  

  
貸出コミットメ
ントの総額 

   10,000,000千円 

借入実行残高 3,300,000 

差引額 6,700,000 

(3）    ────── 

 ２ 受取手形割引高及び裏書譲渡高  ２ 受取手形割引高及び裏書譲渡高  ２ 受取手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形割引高 4,142,132 千円 

受取手形裏書譲
渡高 

4,462 

受取手形割引高 4,853,428 千円 

受取手形裏書譲
渡高 

2,499 

受取手形割引高 4,384,291 千円 

受取手形裏書譲
渡高 

6,142 

────── ※３ 中間連結会計期間末日満期手形 

中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって決

済処理をしております。なお、当中間連

結会計期間の末日は金融機関の休日であ

ったため、次の中間連結会計期間末日満

期手形が中間連結会計期間末残高に含ま

れております。 

受取手形     24,080

支払手形     66,748

 千円

 千円

────── 
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１      ────── ※１      ────── ※１ 固定資産売却益の内訳 

  機械装置及び運搬具 208千円 

 計 208  

※２      ────── ※２ 固定資産売却損の内訳 ※２ 固定資産売却損の内訳 

 機械装置及び運搬具 1,183千円 

 計 1,183  

機械装置及び運搬具 272千円 

 計 272  

※３ 固定資産除却損の内訳 ※３ 固定資産除却損の内訳 ※３ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 983千円 

機械装置及び運搬具 6,004  

有形固定資産その他 250  

建物取壊撤去費用 938  

その他 11 

 計 8,189  

建物及び構築物 9,042千円 

機械装置及び運搬具 1,650  

有形固定資産その他 1,582  

建物取壊撤去費用 30,957  

その他 33 

 計 43,267  

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  
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

 当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．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  

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加100株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

２．配当に関する事項 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 15,083,268 － － 15,083,268 

合計 15,083,268 － － 15,083,268 

自己株式     

普通株式 （注） 16,266 100 － 16,366 

合計 16,266 100 － 16,366 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 207 13.75 平成18年３月31日 平成18年６月30日 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（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 

※１ 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 

※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 3,084,053千円 

預入期間が３ヶ月を超
える定期預金 

△741,092 

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 2,346,373 

現金及び預金勘定 2,800,107千円

預入期間が３ヶ月を超
える定期預金 

△385,096 

有価証券勘定に含まれ
る現金同等物 

3,415 

現金及び現金同等物 2,418,426 

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 

    半期報告書においてEDINETにより開示を行うため記載を省略しております。  

② 有価証券 

前中間連結会計期間末（平成17年9月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

※当中間連結会計期間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       5,962 千円  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間連結会計期間末（平成18年9月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表
計上額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 1,878,681 4,080,061 2,201,379 

(2）債券       

   社債 － － － 

    その他 195,000 189,230 △5,770 

(3）その他 414,454 409,014 △5,440 

合計 2,488,136 4,678,305 2,190,169 

 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

その他有価証券  

(1)非上場株式 373,784 

(2)投資事業有限責任組合への出資  266,655 

(3)その他  3,412 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表
計上額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 2,140,424 5,106,247 2,965,823 

(2）債券       

   社債 － － － 

    その他 295,118 290,278 △4,840 

(3）その他 284,727 273,510 △11,216 

合計 2,720,269 5,670,035 2,949,766 

 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

その他有価証券  

(1)非上場株式 176,287 

(2)投資事業有限責任組合への出資  432,734 

(3)その他  3,415 

- 34 -



前連結会計年度末（平成18年3月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

※当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．時価評価されていない主な有価証券の内容 

③ デリバティブ取引 

  半期報告書においてEDINETにより開示を行うため記載を省略しております。  

  

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 1,834,890 5,612,838 3,777,948 

(2）債券       

   社債 － － － 

   その他 195,000 187,740 △7,260 

(3）その他 322,460 319,148 △3,311 

合計 2,352,350 6,119,727 3,767,376 

 
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 375,284 

(2)投資事業有限責任組合への出資  229,328 

(3)その他  3,412 
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④ セグメント情報 

ａ．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４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日 至平成18年９月30日）、及び前連結会計年度（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及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益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 

 前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 平成18年５月に完全子会社としましたAN Holdings,Inc.は連結期間が1ヶ月間と短く、本邦以外の国又は地域

での売上高が売上高全体の10％を超えなかったため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

ｃ．海外売上高 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30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。 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30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   北米……… アメリカ合衆国    

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

前連結会計年度（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。 

 欧州 その他の地域 計 

海外売上高（千円） 1,430,596 879,365 2,309,961 

連結売上高（千円） － － 11,527,711 

海外売上高の連結売上高に占める割合

（％） 
12.4 7.6 20.0 

 欧州 北米 その他の地域 計 

海外売上高（千円） 918,625 1,233,629 872,296 3,024,551 

連結売上高（千円） － － － 13,804,568 

海外売上高の連結売上高に占める割合

（％） 
6.7 8.9 6.3 21.9 

 欧州 その他の地域 計 

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

連結売上高（千円） － － 24,304,976 

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株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（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。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（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 1,350円 93銭

１株当たり中間純利益

金額 

45円 91銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額 

43円 68銭

１株当たり純資産額 1,306円 04銭

１株当たり中間純利益

金額 

32円 25銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額 

  30円 68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。 

 当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前中間連結会計期

間における１株当たり情報について 

は、以下のとおりとなっております。 

１株当たり純資産額 1,214円 77銭

１株当たり中間純利益

金額 

54円 98銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額 

 52円 09銭

 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。 

 当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前中間連結会計期

間における１株当たり情報について 

は、以下のとおりとなっております。

１株当たり純資産額  1,228円 12銭

１株当たり中間純利益

金額 

 41円 74銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額 

   39円 71銭

 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 1,180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 

82円 66銭

 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額       

 中間（当期）純利益（千円） 629,215 485,834 1,140,163 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 40,500 

 （うち利益処分による役員賞与金）  （－）   （－）  （40,500） 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
629,215 485,834 1,099,663 

 期中平均株式数（千株） 13,704 15,066 15,072 

        

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額 
      

 中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

 普通株式増加数（千株） 698 768 768 

 （うち新株予約権付社債） （698） （768） （768） 
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（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

平成17年９月14日開催の当社取締役

会の決議に基づき、次のとおり株式

分割による新株式を発行しておりま

す。 

平成18年９月14日開催の当社取締役

会の決議に基づき、次のとおり株式

分割による新株式を発行しておりま

す。 

該当事項はありません。 

１．平成17年11月11日付をもって普

通株式１株につき1.1株に分割し

ます。 

１．平成18年10月1日付をもって普通

株式１株につき1.1株に分割しま

す。 

 

(1）分割により増加する株式数 

普通株式 1,371,206株 

(1）分割により増加する株式数 

普通株式 1,508,326株 

 

(2）分割方法 

平成17年９月30日現在最終の

株主名簿および実質株主名簿

に記載または記録された株主

の所有株式数を、１株につき

1.1株の割合をもって分割しま

す。 

(2）分割方法 

平成18年９月30日現在最終の

株主名簿および実質株主名簿

に記載または記録された株主

の所有株式数を、１株につき

1.1株の割合をもって分割しま

す。 

 

２．配当起算日 

平成17年10月１日 

なお、当該株式分割が前期首に

行われたものと仮定した場合の1

株当たり情報については、それ

ぞれ以下のとおりとなります。 

２．配当起算日 

平成18年10月１日 

なお、当該株式分割が前期首に

行われたものと仮定した場合の1

株当たり情報については、それ

ぞれ以下のとおりとなります。 

 

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 

1株当た
り純資
産額 

1株当た
り純資
産額 

1株当た
り純資
産額 

 1,104円 
  34銭 

 1,228円 
 12銭 

1,180円 
  42銭 

1株当た
り中間
純利益 
金額 

1株当た
り中間
純利益 
金額 

1株当た
り当期
純利益
金額 

  49円 
  98銭 

  41円 
  74銭 

  87円 
  23銭 

潜在株式
調整後１
株当たり
中間純利
益金額 

潜在株式
調整後１
株当たり
中間純利
益金額 

潜在株式
調整後１
株当たり
当期純利
益金額 

  47円 
  35銭 

  39円 
  71銭 

  82円 
  66銭 

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 

1株当た
り純資
産額 

1株当た
り純資
産額 

1株当た
り純資
産額 

 1,048円 
27銭 

1,187円 
31銭 

1,091円 
62銭 

1株当た
り中間
純利益 
金額 

1株当た
り中間
純利益 
金額 

1株当た
り当期
純利益
金額 

 32円 
93銭 

29円 
31銭 

24円 
45銭 

潜在株式
調整後１
株当たり
中間純利
益金額 

潜在株式
調整後１
株当たり
中間純利
益金額 

潜在株式
調整後１
株当たり
当期純利
益金額 

31円 
33銭 

27円 
89銭 

23円 
26銭 
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５．生産・受注および販売の状況 
１．生産実績 

 （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．上記の前年同期比の（ ）内の比率は、㈱サンキャストおよびAN Holdings,Inc.の生産実績を除いた前年同

期比であります。 

４．その他事業につきましては、前中間連結会計期間は生産実績がありませんので前年同期比の記載をしており

ません。 

２．受注状況 

 （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、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、㈱サンキャスト及びAN Holdings,Inc.の受注実績及び受注残高を除

いた前年同期比であります。 

５．その他事業につきましては、前中間連結会計期間は受注実績がありませんので前年同期比の記載をしており

ません。 

３．販売実績 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．上記の前年同期比の( )内の比率は、㈱サンキャストおよびAN Holdings,Inc.の販売実績を除いた前年同期

比であります。 

３．最近２中間連結会計期間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。 

５．三井物産㈱・ボッシュ㈱は、当中間連結会計期間において当該割合が100分の10未満のため記載を省略して

おります。  

事業部門の名称 金額（千円） 前年同期比（％） 

圧力計 6,581,801  110.8 ( 94.4)  

圧力センサ 5,655,237  105.0 ( 98.0)  

その他事業 1,371,045 － 

合計 13,608,083  120.2 ( 96.1)  

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 7,717,050  133.6 (100.5)  1,815,565  302.6 (142.7)  

圧力センサ 6,559,512  123.9 (111.7)  1,192,941  271.7 (203.6)  

その他事業 1,371,045 － － － 

合計 15,647,608  141.3 (105.9)  3,008,507  289.6 (168.4)  

事業部門の名称 金額（千円） 前年同期比（％） 

圧力計 6,497,224  109.8 ( 93.7)  

圧力センサ 5,872,156  106.0 ( 99.8)  

その他事業 1,435,187 2,057.4 ( 98.7)  

合計 13,804,568  119.8 ( 96.7)  

相手先 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

金額 割合（％） 金額 割合（％） 

三井物産株式会社 214,456 1.9 － － 

ボッシュ株式会社 1,241,903 10.8 － － 
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