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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 4,466 ― 327 ― 385 ― 279 ―

20年3月期第2四半期 4,764 1.2 1,251 12.2 1,174 2.8 687 △2.7

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 19.66 19.58
20年3月期第2四半期 48.38 47.64

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

21年3月期第2四半期 11,707 5,990 51.0 420.84
20年3月期 12,419 6,362 51.1 447.22

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  5,975百万円 20年3月期  6,350百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 25.00 ― 30.00 55.00
21年3月期 ― 18.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 18.00 36.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 11,200 8.4 1,600 △34.0 1,600 △23.8 960 △23.3 67.61

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等
は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご
覧ください。 
2.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  14,200,000株 20年3月期  14,200,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  900株 20年3月期  830株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  14,199,123株 20年3月期第2四半期  14,199,189株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期におけるわが国経済は、サブプライムローン問題を背景とする米国経済の減速懸念や原

油・原材料価格の高騰による影響を受け、景気の下振れリスクが高まる展開となりました。 

 当社グループの主要取引先である自動車・タイヤ業界の設備投資につきましては、自動車販売台数の

大幅な減少による影響で設備投資予算が縮少又は、延期される傾向が強くなり、環境に配慮した製品の

技術開発等が優先的に予算化されてまいりました。 

 このような状況のもと、当社グループは、従来製品について競合メーカーに対し価格面でより優位に

展開可能な製品の開発・改造をするとともにユーザーの技術革新に対応した商品開発を推進し、今期よ

り本格的に事業展開を行っている新製品である電気サーボモーター式振動試験機の中で特に包装貨物用

評価試験機に注力して従来のユーザーと異なる業界を販売対象とする製品として大きく育てるべく営業

展開を図ってまいりました。 

 その結果、売上高につきましては、国内大手自動車部品メーカーより受注致しましたバランシングマ

シンの納入がユーザーの依頼により第３四半期に延期されたことや、東南アジア向けタイヤバランサー

の出荷が第３四半期にずれ込んだこと及び米ドルにおいて前年同期比約10円の円高要因による売上価格

の減少などにより、44億６千６百万円となりました。 

営業利益につきましては、主力製品であるタイヤ関連試験機の売上が前年同期比で大幅に減少したこ

とや第１四半期に国内大手タイヤメーカーより当社として初めて受注した研究開発用として使用される

大型案件の試験装置のコストが当初予算を大幅に上回ったことなどにより、３億２千７百万円となりま

した。 

経常利益につきましては、当社の海外取引における主たる決済通貨である米ドルの為替相場が当四半

期は、期首比較で円安ドル高に推移したため、６千８百万円の為替差益を計上したことなどにより、３

億８千５百万円となりました。 

四半期純利益につきましては、新会計基準への対応に伴う棚卸資産評価損の発生などにより本社の法

人税等調整額が増加したことなどにより、２億７千９百万円となりました。 

 

 

２.連結財政状態に関する定性的情報 

 

①流動資産 

 当第２四半期における流動資産の残高は、72億６千１百万円（前期末比６億６千万円減）となりまし

た。これは、受取手形及び売掛金が回収されたことにより売上債権が減少(前期末比12億１千９百万円

減)したことや、たな卸資産が第３四半期以降に販売される仕掛品の製造により増加(前期末比２億３千

８百万円増)したことが、主たる要因であります。 

 

②固定資産 

 当第２四半期における固定資産の残高は、44億４千６百万円（前期末比５千１百万円減）となりまし

た。これは、有形固定資産の減価償却により、減価償却累計額が増加(前期末比３千６百万円増)したこ

とや、のれんの償却により、のれんが減少(前期末比３千５百万円減)したことが、主たる要因でありま

す。 
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③流動負債 

 当第２四半期における流動負債の残高は、48億７百万円（前期末比１億９千９百万円減）となりまし

た。これは、製品保証引当金が増加(前期末比４千５百万円増)したことや、支払手形及び買掛金が減少

(前期末比２億５千８百万円減)したことが主たる要因であります。 

 

④固定負債 

 当第２四半期における固定負債の残高は、９億９百万円（前期末比１億３千９百万円減）となりまし

た。これは、長期借入金が減少(前期末比７千９百万円減)したことや、適格退職年金制度から確定給付

企業年金制度(規約型)へ移行したことにより退職給付引当金が減少(前期末比５千５百万円減)したこと

が主たる要因であります。 

 

⑤純資産 

 当第２四半期における純資産の残高は、59億９千万円（前期末比３億７千２百万円減）となりました。

これは、為替の影響により為替換算調整勘定が減少(前期末比２億３千５百万円減)したことや、前期の

配当を支払ったことなどにより利益剰余金が減少(前期末比１億４千６百万円減)したことが主たる要因

であります。 

 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累計期間のキャッシュ･フローについては、営業活動により８億４千６百万円増加

し、投資活動により２億１百万円減少し、財務活動により４億４千５百万円減少した結果、現金及び現

金同等物は11億１千９百万円となりました。 

 

①営業活動によるキャッシュ･フロー 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ･フローは、８億４千６百万円の収入と

なりました。これは、第３四半期以降に販売予定の製品を製作中のため、たな卸資産が２億７千３百万

円増加したことや、法人税等を３億９百万円支払ったものの、税金等調整前四半期純利益を３億８千５

百万円計上したことや、受取手形及び売掛金が回収されたことにより、売上債権が11億４千５百万円減

少したことによりキャッシュが増加したことによるものであります。 

 

②投資活動によるキャッシュ･フロー 

 当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ･フローは、２億１百万円の支出超過と

なりました。これは、第２四半期連結会計期間に定期預金の満期が到来したことにより、定期預金の払

戻による収入が１億４百万円あったものの、定期預金の預入による支出１億８千２百万円や役員及び従

業員を対象とした保険積立金の積立のために１億０百万円支払ったことなどによりキャッシュが減少し

たことによるものであります。 
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③財務活動によるキャッシュ･フロー 

 当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ･フローは、４億４千５百万円の支出超

過となりました。これは、長期借入金の返済により１億１千２百万円支出したことや期末配当を実施し

たため４億２千５百万円支払ったことなどによりキャッシュが減少したことによるものであります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績予想につきましては、平成20年５月15日付に発表しました「平成21年３月期の通期の業績

予想」を修正しております。詳細につきましては、本日付発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご覧ください。 

 

４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

 該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則･手続、表示方法等の変更 

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準12号）及び「四半期財

務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。 

  また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年７月５日)が適用されたこ

とに伴い、当第１四半期連結会計期間から適用しております。主として個別法による原価法(貸借

対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。 

  この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、営業

利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、3,830千円減少しております。 

  なお、セグメント情報に与える影響は、10ページ【所在地別セグメント情報】に記載しており

ます。 

 

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18

号 平成18年５月17日)が適用されたことに伴い、当第１四半期連結会計期間から適用しておりま

す。 

  なお、これによる損益への影響はありません。 
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５．【四半期連結財務諸表】 

(1) 【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円) 

 
当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 2,124,050  1,899,449

  受取手形及び売掛金 2,903,957  4,123,737

  有価証券 －  7,145

  製品 395,062  354,950

  仕掛品 1,029,384  833,752

  原材料及び貯蔵品 423,902  421,581

  繰延税金資産 230,075  132,365

  その他 165,465  161,248

  貸倒引当金 △10,255  △12,401

  流動資産合計 7,261,643  7,921,830

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 1,595,372  1,595,115

   機械装置及び運搬具 188,940  189,960

   土地 1,675,264  1,682,232

   その他 189,795  192,110

   減価償却累計額 △926,717  △890,078

   有形固定資産合計 2,722,656  2,769,341

  無形固定資産  

   のれん 282,250  317,532

   その他 76,048  73,285

   無形固定資産合計 358,299  390,817

  投資その他の資産  

   投資有価証券 230,261  221,588

   長期貸付金 34,310  35,560

   繰延税金資産 997  7,258

   保険積立金 1,022,850  922,525

   その他 142,714  213,032

   貸倒引当金 △65,876  △62,437

   投資その他の資産合計 1,365,257  1,337,526

  固定資産合計 4,446,213  4,497,686

 資産合計 11,707,856  12,419,516
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当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部 

流動負債 
 

  支払手形及び買掛金 1,623,647  1,882,179

  短期借入金 2,034,000  1,931,000

  1年内償還予定の社債 20,000  20,000

  1年内返済予定の長期借入金 185,060  218,328

  未払法人税等 200,234  313,873

  繰延税金負債 345  229

  前受金 253,093  219,278

  賞与引当金 192,287  123,003

  製品保証引当金 109,533  63,991

  その他 189,627  235,829

  流動負債合計 4,807,830  5,007,713

 固定負債  

  社債 110,000  120,000

  長期借入金 279,025  358,455

  繰延税金負債 145,375  144,468

  退職給付引当金 168,252  223,291

  役員退職慰労引当金 206,802  202,802

  固定負債合計 909,455  1,049,016

 負債合計 5,717,285  6,056,729

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 1,023,100  1,023,100

  資本剰余金 936,400  936,400

  利益剰余金 4,398,047  4,544,902

  自己株式 △2,044  △1,978

  株主資本合計 6,355,503  6,502,423

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価 
差額金 

△142  △8,070

  為替換算調整勘定 △379,793  △144,205

  評価・換算差額等合計 △379,936  △152,276

 少数株主持分 15,003  12,640

 純資産合計 5,990,570  6,362,787

負債純資産合計 11,707,856  12,419,516
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(2) 【四半期連結損益計算書】 

【第２四半期連結累計期間】 

         (単位:千円) 

  
当第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高  4,466,994 

売上原価  2,951,415 

売上総利益  1,515,578 

販売費及び一般管理費   

 運賃  112,218 

 製品保証引当金繰入額  101,294 

 貸倒引当金繰入額  4,902 

 役員報酬  102,360 

 給料  246,316 

 賞与引当金繰入額  54,992 

 退職給付費用  ＊１ 
※
1

△14,753 

 役員退職慰労引当金 
繰入額 

 4,000 

 減価償却費  20,943 

 研究開発費  14,527 

 その他  541,675 

 販売費及び一般管理費合計  1,188,478 

営業利益  327,100 

営業外収益   

 受取利息及び配当金  33,197 

 為替差益  68,969 

 その他  12,753 

 営業外収益合計  114,920 

営業外費用   

 支払利息  24,280 

 持分法による投資損失  4,422 

 売上債権譲渡損  1,179 

 支払手数料  20,000 

 その他  6,262 

 営業外費用合計  56,144 

経常利益  385,876 

特別損失   

 固定資産除却損  239 

 固定資産売却損  326 

 特別損失合計  566 

税金等調整前 
四半期純利益 

 385,310 

法人税、住民税 
及び事業税 

 198,656 

法人税等調整額  △95,881 

法人税等合計  102,774 

少数株主利益  3,415 

四半期純利益  279,120 
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

   (単位:千円) 

  
当第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税金等調整前四半期純利益 385,310

 減価償却費 53,054

 のれん償却額 35,281

 持分法による投資損益(△は益) 4,422

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,866

 賞与引当金の増減額(△は減少) 70,747

 製品保証引当金の増減額(△は減少) 46,405

 退職給付引当金の増減額(△は減少) △52,785

 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 4,000

 受取利息及び配当金 △33,197

 支払利息 24,280

 為替差損益(△は益) △21,347

 売上債権の増減額(△は増加) 1,145,952

 たな卸資産の増減額(△は増加) △273,357

 仕入債務の増減額(△は減少) △240,201

 前受金の増減額(△は減少) 41,302

 その他 △31,275

 小計 1,163,459

 利息及び配当金の受取額 15,804

 利息の支払額 △22,949

 法人税等の支払額 △309,404

 営業活動によるキャッシュ・フロー 846,908

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 △182,855

 定期預金の払戻による収入 104,175

 有形固定資産の取得による支出 △28,890

 無形固定資産の取得による支出 △13,391

 保険積立金の積立による支出 △100,325

 その他 19,966

 投資活動によるキャッシュ・フロー △201,321

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入金の純増減額(△は減少) 103,000

 長期借入金の返済による支出 △112,698

 社債の償還による支出 △10,000

 自己株式の取得による支出 △65

 配当金の支払額 △425,462

 財務活動によるキャッシュ・フロー △445,226

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,853

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 203,215

現金及び現金同等物の期首残高 915,900

現金及び現金同等物の四半期末残高  1,119,115

- 8 -



国際計測器株式会社 （７７２２）平成２１年３月期 第２四半期決算短信 
 

 

注記事項 
（四半期連結損益計算書関係） 
 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

＊１退職給付費用  

退職給付費用がマイナスとなっている主たる要因は、平成20年６月１日より、適格退職年金制度から確

定給付企業年金制度(規約型)への移行に伴うものであります。 

 

当連結会計年度より｢四半期財務諸表に関する会計基準｣(企業会計基準第12号)及び｢四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針｣(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。 

また、｢四半期連結財務諸表規則｣に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

該当事項はありません。 
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(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

 当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 当社及び連結子会社の事業は、計測器の製造、販売を事業内容とする単一事業区分であるため、

事業の種類別セグメント情報は作成しておりません。 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

(注１) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

(注２) 営業費用はすべて関連するセグメントに配賦しております。 

(注３) 会計処理の方法の変更 

        (棚卸資産の評価に関する会計基準) 

４ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他 (3)四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則･

手続、表示方法等の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より｢棚卸資産の評価に関する会計基

準｣(企業会計基準第９号 平成18年７月５日)を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった

場合に比べて、第２四半期連結累計期間の｢日本｣の営業利益が3,830千円減少しております。 

 

【海外売上高】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 

 米州 中国 
アジア 

(中国を除く)
その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 228,967 1,151,356 683,880 81,000 2,145,203 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 4,466,994 

Ⅲ 連結売上高に占める海
外売上高の割合（％）

5.1 25.8 15.3 1.8 48.0 

(注１) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

(注２) 各区分に属する主な国又は地域 

①米州････････････････････米国、メキシコ 

②アジア（中国を除く）････韓国、タイ、インドネシア、インド 

③その他･･････････････････ポーランド 

(注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。 

 

 

 
日本 

(千円) 

米国 

(千円) 

韓国 

(千円) 

中国 

(千円) 

その他 

(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 

3,913,436 227,624 226,539 93,064 6,329 4,466,994 －  4,466,994

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

251,877 39,446 249,168 85,424 29,900 655,818 (655,818) － 

計 4,165,314 267,071 475,707 178,489 36,230 5,122,812 (655,818) 4,466,994

営業利益又は 

営業損失(△) 
380,095 △32,247 56,055 △34,281 8,904 378,525 (51,424) 327,100
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 (6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

該当事項はありません。
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

 

(１)前中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日) 

区   分 金額(千円) 

Ⅰ 売上高  4,764,107

Ⅱ 売上原価  2,424,268

  売上総利益  2,339,839

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,087,926

  営業利益  1,251,912

Ⅳ 営業外収益  

 １ 受取利息及び配当金  32,081

 ２ 持分法による投資利益  47

 ３ その他  8,296

Ⅴ 営業外費用  

 １ 支払利息  12,915

 ２ 売上債権譲渡損  4,071

 ３ 為替差損  73,222

 ４ 貸倒引当金繰入額  17,500

 ５ その他  10,330

  経常利益  1,174,298

Ⅵ 特別損失  

 １ 固定資産除却損  994

 ２ 固定資産売却損  129

  税金等調整前中間純利益  1,173,175

  法人税、住民税 
  及び事業税 

 481,859

  法人税等調整額  △1,874

  少数株主利益  6,179

  中間純利益  687,010
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(２)前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19年４月１日 

 至 平成19年９月30日）

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税金等調整前中間純利益 1,173,175

 減価償却費 49,127

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,833

 賞与引当金の増減額(△は減少) 59,710

 製品保証引当金の増減額(△は減少) 5,557

 退職給付引当金の増減額(△は減少) △1,417

 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 3,947

 受取利息及び配当金 △32,081

 支払利息 12,915

 為替差損益(△は利益) 10,414

 売上債権の増減額（△は増加） 514,766

 たな卸資産の増減額（△は増加） △146,525

 仕入債務の増減額（△は減少） △319,069

 その他 △151,733

小計 1,195,619

 利息及び配当金の受取額 25,776

 利息の支払額 △12,671

 法人税等の支払額 △526,788

    営業活動によるキャッシュ・フロー 681,935

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 △263,060

 定期預金の払戻による収入 309,936

 有形固定資産の取得による支出 △94,393

 無形固定資産の取得による支出 △16,062

 新規連結子会社の株式取得による支出 △36,856

 貸付金の回収による収入 2,270

 保険積立金の積立による支出 △97,985

 その他 △25,441

    投資活動によるキャッシュ・フロー △221,593

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入金の純増減額(△は減少) 205,000

 長期借入金の返済による支出 △50,170

 社債の償還による支出 △10,000

 自己株式の取得による支出 △55

 配当金の支払額 △354,440

    財務活動によるキャッシュ・フロー △209,665

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,422

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 241,253

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,519,886

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,761,140
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(３)セグメント情報 

 

【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19年４月１日 至 平成19年９月30日)における当社及び連結子会社の

事業は、計測器の製造、販売を事業内容とする単一事業区分であるため、事業の種類別セグメント情報

は作成しておりません。 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

 

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
日本 

(千円) 

米国 

(千円) 

韓国 

(千円) 

中国 

（千円）

その他 

（千円）

計 

(千円) 

消去 

又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ 売上高     

(1)外部顧客に 
対する売上高 

3,712,815 472,175 449,682 125,016 4,417 4,764,107 ― 4,764,107

(2)セグメント間 
の内部売上高 
又は振替高 

276,057 99 261,142 82,447 24,540 644,288 (644,288) ―

計 3,988,872 472,275 710,825 207,463 28,958 5,408,395 (644,288) 4,764,107

  営業費用 2,860,642 465,064 593,356 221,800 19,244 4,160,107 (647,912) 3,512,194

営業利益又は 
営業損失(△) 

1,128,230 7,210 117,468 △14,336 9,714 1,248,287 3,624  1,251,912

(注1) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
(注2) 営業費用はすべて関連するセグメントに配賦しております。 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
米州 
(千円) 

中国 
(千円) 

アジア 
(中国を除く)

(千円) 

その他 
(千円) 

計 
(千円) 

Ⅰ 海外売上高 441,872 2,062,208 972,491 ― 3,476,572

Ⅱ 連結売上高 ― ― ― ― 4,764,107

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％)

9.3 43.3 20.4 ― 73.0

(注1) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
(注2) 各区分に属する主な国又は地域 

① 米州…………………………………米国 

② アジア(中国を除く)………………韓国、タイ、インド、インドネシア 

(注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。 

 

 

 

 

 

 

 

- 14 -



国際計測器株式会社 （７７２２）平成２１年３月期 第２四半期決算短信 
 

 

６.その他の情報 

(生産、受注及び販売の状況) 

 

(1) 生産実績 

前年同四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日)

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)製品区分 

生産高(千円) 構成比(％) 生産高(千円) 構成比(％) 生産高(千円) 構成比(％)

バランシングマシン 4,037,255 81.9 2,859,715 63.0 8,070,368 76.9

シャフト歪自動矯正機 484,455 9.8 456,370 10.1 765,547 7.3

その他 407,709 8.3 1,221,060 26.9 1,660,555 15.8

合計 4,929,419 100.0 4,537,145 100.0 10,496,470 100.0

(注1) 金額は、販売価格によっております。 

(注2) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注状況 

①受注高 

前年同四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日)

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)製品区分 

受注高(千円) 構成比(％) 受注高(千円) 構成比(％) 受注高(千円) 構成比(％)

バランシングマシン 4,840,957 79.6 3,600,531 72.0 9,006,901 75.8

シャフト歪自動矯正機 345,555 5.7 289,450 5.8 806,100 6.8

その他 895,968 14.7 1,110,684 22.2 2,070,429 17.4

合計 6,082,480 100.0 5,000,667 100.0 11,883,431 100.0

(注1) 金額は、受注価格によっております。 

(注2) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

②受注残高 

前年同四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日)

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)製品区分 

受注残高  
(千円) 

構成比(％)
受注残高  
(千円) 

構成比(％)
受注残高  
(千円) 

構成比(％)

バランシングマシン 5,230,907 82.9 4,935,978 79.1 4,741,259 73.4

シャフト歪自動矯正機 295,596 4.7 291,164 4.7 472,158 7.3

その他 782,977 12.4 1,013,637 16.2 1,246,504 19.3

合計 6,309,481 100.0 6,240,781 100.0 6,459,922 100.0

(注1) 金額は、受注価格によっております。 

(注2) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

 

 

- 15 -



国際計測器株式会社 （７７２２）平成２１年３月期 第２四半期決算短信 
 

 

 

(3) 販売実績 

前年同四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日)

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)製品区分 

売上高  
(千円) 

構成比(％)
売上高 

(千円) 
構成比(％)

売上高 

(千円) 
構成比(％)

バランシングマシン 3,872,566 81.3 2,799,262 62.7 8,069,267 78.1

シャフト歪自動矯正機 498,941 10.5 446,670 10.0 766,549 7.4

その他 392,599 8.2 1,221,060 27.3 1,499,662 14.5

合計 4,764,107 100.0 4,466,994 100.0 10,335,479 100.0

(注1) 金額は、販売価格によっております。 

(注2) 主要な相手先別の販売実績等については、当該割合が10％以下のため記載を省略しております。 

(注3) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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