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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 6,783 ― 279 ― 295 ― 185 ―

20年3月期第2四半期 6,713 7.9 404 44.4 392 47.6 451 236.0

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 8.77 ―

20年3月期第2四半期 21.43 ―

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 17,794 10,140 56.7 477.88
20年3月期 17,389 10,062 57.6 474.31

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  10,084百万円 20年3月期  10,010百万円

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  無  
 

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 ― 3.00 ― 5.00 8.00
21年3月期 ― 3.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 6.00 9.00

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  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 13,930 △1.8 760 △12.7 760 △8.3 450 △32.9 21.32

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  

(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  有  

（注） 詳細は3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3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。 
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 有

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  26,180,000株 20年3月期  26,180,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  5,076,795株 20年3月期  5,075,199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  21,104,119株 20年3月期第2四半期  21,095,287株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気後退局面を迎え設備投資などに弱さが見られま
す。アメリカ・欧州における金融危機の深刻化や景気の一層の下振れ懸念、株式・為替市場の大幅な変動
などから、景気の状況がさらに厳しいものになると思われます。 
 このような経済情勢の中で当企業グループは、新ビジョンの達成に向けた取組みを一つ一つ実行してま
いりました。当社組織においては、名古屋営業所と豊田営業所を統合し、新たに中部営業所として業務の
効率化を図ると共に、国内システム案件(主に、輸送機械分野への新システム案件)の新たな販売促進の中
心として活動中であります。 
 このような環境のもと、好評を頂いております自動車エンジン用インジェクタ噴射流量計測用のサーボ
形極微少流量計「ハイショットサーボ１」の体系を拡大し、幅広い顧客のニーズにお応えしております。
 また、地球温暖化対策に連動した省エネ、環境に関わる製品群（蒸気用廉価型圧力補正付渦流量計・太
陽電池市場向けコリオリ流量計の専用器等）を強化しました。 
 こうした結果、当第２四半期連結累計期間の当企業グループの業績につきましては、売上高は6,783百
万円、営業利益は279百万円、経常利益は295百万円、四半期純利益は185百万円となりました。 
 事業部門別で見ますと、センサ部門では、環境・省エネ関連の製品群強化の効果があったものの、売上
高は3,438百万円となりました。 
 システム部門では、大口案件の一巡もあり、売上高は1,927百万円となりました。 
 サービス部門では、営業とサービスの連携強化の効果もあり、売上高は1,405百万円となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ405百万円増加の17,794百
万円となりました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ447百万円増加し、8,377百万円となりました。
これは、現金及び預金が231百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が586百万円増加、たな卸資産が
203百万円増加したこと等が主な要因です。有形固定資産は、前連結会計年度末に比べ72百万円減少し、
7,744百万円となりました。これは建物及び構築物が35百万円減少、機械装置及び運搬具が41百万円減少
したこと等が主な要因です。投資その他の資産は、前連結会計年度末に比べ38百万円増加し、1,623百万
円となりました。これは長期貸付金が50百万円増加し、退職・役員保険が16百万円減少したこと等が主な
要因です。 
 当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ327百万円増加し、7,653百
万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ430百万円増加し、3,952百万円となりました。
これは、短期借入金が387百万円増加、未払金が501百万円増加し、未払法人税等が195百万円減少したこ
と等が主な要因です。固定負債は、前連結会計年度末に比べ102百万円減少し、3,701百万円となりまし
た。これは、長期借入金が97百万円減少したこと等が主な要因です。 
 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ77百万円増加し、10,140
百万円となりました。これは利益剰余金が79百万円増加したこと等が主な要因です。 

  

今後の経済情勢につきましては、期首に比べ原油価格は落ち着きを取り戻したものの、米国発の世界的
な金融危機の影響で実体経済の減速感が懸念され、予断を許さない状況が続くものと思われます。 
 このような状況の中、当企業グループを取り巻く環境も厳しさを増すことが懸念されますが、グループ
間の連携を強化し、新ビジョンに基づく戦略の達成を着実に実行し、また、より一層の省エネ・環境に関
わる製品群の強化及び販売展開を図ってまいります。 
 以上のことから、現時点における通期の連結業績予想につきましては、平成20年５月15日に公表いたし
ました予想に変更はございません。 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

①棚卸資産の評価方法 
当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額
を見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。 
  

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す
る方法によっております。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差
異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績
予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日
企業会計基準適用指針第14号)を第１四半期連結会計期間から適用しております。 
 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」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準 第９
号)を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下に
よる簿価切下げの方法)に変更しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利
益、営業利益及び経常利益が28百万円、税金等調整前四半期純利益が36百万円それぞれ減少しており
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」(企業会計基準委員会
平成18年５月17日 実務対応報告第18号)を第１四半期連結会計期間から適用しております。これによ
る損益に与える影響はありません。 
  
④「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月
30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会
平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を第１四半期連結会計
期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産とし
て計上しております。 
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す
る方法によっております。 
 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。これによる損益に与える
影響はありません。 
  
⑤従来、在外子会社等の収益及び費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりました
が、第１四半期連結会計期間より、期中平均相場により円貨換算する方法に変更しております。この
変更は、一時的な為替相場の変動による期間損益への影響を排除し、在外子会社等の業績をより実態
に合わせて適正な期間損益計算を行うために実施するものであります。これによる損益に与える影響
は軽微であります。 

  

有形固定資産の耐用年数の変更 
 法人税法の改正(所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第23号)に伴い、法定
耐用年数及び資産区分が見直されました。これにより、当社の機械装置については、従来耐用年数を
４～17年としておりましたが、第１四半期連結会計期間より４～７年に変更しております。これによ
り、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ22百万円減少しております。 

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)

(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

(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

（追加情報）
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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 983,942 1,215,399 

受取手形及び売掛金 4,842,873 4,256,091 

商品及び製品 614,283 485,751 

仕掛品 275,872 233,195 

原材料及び貯蔵品 1,110,588 1,078,050 

その他 553,039 664,475 

貸倒引当金 △3,013 △2,491 

流動資産合計 8,377,585 7,930,471 

固定資産 

有形固定資産 

土地 5,550,025 5,550,025 

その他（純額） 2,194,306 2,266,825 

有形固定資産合計 7,744,332 7,816,851 

無形固定資産 49,000 56,396 

投資その他の資産 

その他 1,639,507 1,601,479 

貸倒引当金 △15,556 △15,556 

投資その他の資産合計 1,623,951 1,585,922 

固定資産合計 9,417,284 9,459,170 

資産合計 17,794,870 17,389,642 
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（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) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 1,737,659 1,843,304 

短期借入金 919,120 531,733 

未払法人税等 114,914 310,804 

賞与引当金 321,656 343,397 

役員賞与引当金 － 13,626 

その他 859,067 479,516 

流動負債合計 3,952,418 3,522,381 

固定負債 

長期借入金 172,970 270,923 

再評価に係る繰延税金負債 2,001,624 2,001,624 

退職給付引当金 1,287,756 1,295,483 

役員退職慰労引当金 47,716 49,190 

負ののれん 6,772 7,867 

その他 184,702 179,241 

固定負債合計 3,701,543 3,804,330 

負債合計 7,653,962 7,326,712 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,200,000 2,200,000 

資本剰余金 2,102,290 2,102,143 

利益剰余金 3,317,154 3,237,499 

自己株式 △541,355 △540,866 

株主資本合計 7,078,088 6,998,775 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 73,907 76,320 

土地再評価差額金 2,867,572 2,867,572 

為替換算調整勘定 65,134 67,523 

評価・換算差額等合計 3,006,614 3,011,416 

少数株主持分 56,204 52,737 

純資産合計 10,140,907 10,062,929 

負債純資産合計 17,794,870 17,389,642 
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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 6,783,594 

売上原価 4,669,572 

売上総利益 2,114,021 

販売費及び一般管理費 1,834,322 

営業利益 279,699 

営業外収益 

受取利息 3,017 

受取配当金 7,657 

持分法による投資利益 7,198 

受取賃貸料 13,658 

その他 11,016 

営業外収益合計 42,549 

営業外費用 

支払利息 9,719 

手形売却損 4,223 

為替差損 10,022 

その他 2,551 

営業外費用合計 26,517 

経常利益 295,731 

特別損失 

有形固定資産売却損 258 

有形固定資産除却損 3,414 

たな卸資産評価損 7,587 

特別損失合計 11,260 

税金等調整前四半期純利益 284,470 

法人税、住民税及び事業税 98,894 

法人税等調整額 △5,339 

法人税等合計 93,554 

少数株主利益 5,737 

四半期純利益 185,178 
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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。 

  

該当事項なし 

  

  

該当事項なし 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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【参考】

   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)
百分比 
(％)

Ⅰ 売上高 6,713,428 100.0

Ⅱ 売上原価 4,577,454 68.2

   売上総利益 2,135,974 31.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,731,138 25.8

   営業利益 404,835 6.0

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 4,847

 ２ 受取配当金 3,180

 ３ 負ののれん償却額 19,953

 ４ 賃貸料 13,711

 ５ 保険金収入 5,927

 ６ その他 8,243 55,863 0.8

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 13,631

 ２ 支払金融費用 15,467

 ３ 持分法による 
   投資損失

63

 ４ 為替差損 25,898

 ５ その他 13,517 68,578 1.0

   経常利益 392,119 5.8

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 12,700

 ２ 投資有価証券売却益 313,244

 ３ 貸倒引当金繰戻額 31,956 357,900 5.3

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却売却損 1,419

 ２ 役員退職金 16,800

 ３ 関係会社整理損 12,196 30,416 0.4

   税金等調整前中間 
   (当期)純利益

719,604 10.7

   法人税、住民税 
   及び事業税

277,437

   法人税等調整額 △5,233 272,204 4.1

   少数株主損失 4,567 0.1

   中間(当期)純利益 451,967 6.7
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