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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 6,826 △34.5 △871 ― △810 ― △765 ―

21年3月期第1四半期 10,421 ― △99 ― △44 ― △155 ―

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

22年3月期第1四半期 △39.97 ―

21年3月期第1四半期 △8.12 ―

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

22年3月期第1四半期 41,336 14,617 35.1 756.74
21年3月期 40,421 14,742 36.1 762.39

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  14,489百万円 21年3月期  14,597百万円

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  

※ 22年3月期の期末および年間の配当金額は未定であります。 

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

21年3月期 ― 8.00 ― ― 8.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

14,000 △37.0 △1,100 ― △1,000 ― △1,060 ― △55.26

通期 30,500 △21.7 △950 ― △850 ― △870 ― △45.36
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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  無  

(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） 

(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 

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 19,180,984株 21年3月期  19,180,984株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  34,285株 21年3月期  34,235株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 19,146,746株 21年3月期第1四半期 19,155,643株
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 当第１四半期における世界経済は、前年後半以降、米国に端を発した金融危機の影響による景気悪化で、極めて

深刻な状況が続きました。わが国経済においても、輸出や生産などの一部の経済指標に改善が見られたものの、企

業収益の大幅な減少、設備投資の大幅な抑制、雇用情勢の急速な悪化など、引き続き厳しい状況で推移いたしまし

た。 

このような状況のもと、当社グループは、主要関連業界の設備投資の大幅な減少や生産調整などの影響を受け、

受注が大きく減少いたしました。特に、半導体業界、産業機械業界、建設機械業界及び自動車業界での需要の急減

速の影響は避けられず、この結果、売上高は68億26百万円（前年同期比34.5％減）となりました。 

損益面におきましては、生産の合理化による原価低減や固定費の削減に取り組みましたが、売上の大幅な減少の

影響により、営業損失は８億71百万円（前年同期は99百万円の営業損失）、経常損失は８億10百万円（前年同期は

44百万円の経常損失）、四半期純損失は７億65百万円（前年同期は１億55百万円の四半期純損失）となりました。

各部門別の概況は、次のとおりであります。 

   
〔圧力計部門〕 

圧力計部門では、輸出、設備投資の減少と在庫調整を伴う減産により、産業機械業界向、半導体業界向及び空圧

機器業界向の売上が減少いたしました。 

この結果、当部門の売上高は40億23百万円（前年同期比25.3％減）となりました。 

    
〔圧力センサ部門〕 

圧力センサ部門では、圧力計部門と同様に産業機械業界向、半導体業界向の売上が大幅に減少し、さらに、建設

機械用圧力センサ及び車載用圧力センサの売上も大幅な減少となりました。 

この結果、当部門の売上高は13億95百万円（前年同期比43.1％減）となりました。 

   
〔計測制御機器部門〕 

計測制御機器部門では、空気圧機器及び自動車・電子部品関連業界向のエアリークテスターの売上が大幅に減少

いたしました。 

この結果、当部門の売上高は７億１百万円（前年同期比49.9％減）となりました。 

  
〔その他部門〕 

その他部門では、ダイカスト製品の売上が大幅に減少いたしました。  

この結果、当部門の売上高は７億５百万円（前年同期比40.3％減）となりました。 

  

 所在地別セグメントの概要は、次のとおりであります。 
  

〔日本〕 

日本では、主要関連業界の設備投資の大幅な減少や生産調整などの影響を受け、受注が大きく減少したことによ

り、圧力計、圧力センサ共に売上が大幅に減少し、売上高は41億85百万円（前年同期比40.4％減）となりました。

損益面におきましては、売上の大幅な減少の影響により、営業損失は６億48百万円（前年同期は１億96百万円の営

業損失）となりました。 

  
〔北米〕 

北米では、世界的な需要環境の悪化による主要需要業界の不振により、圧力計、圧力センサ共に売上が大幅に減

少し、売上高は20億42百万円（前年同期比21.1％減）となりました。損益面におきましては、売上の大幅な減少の

影響により、営業損失は２億円（前年同期は72百万円の営業利益）となりました。 

  
〔欧州〕 

 欧州では、世界的な需要環境の悪化による主要需要業界の不振により、圧力計の売上が大幅に減少し、売上高は

２億34百万円（前年同期比35.8％減）となりました。損益面におきましては、売上の大幅な減少の影響により、営

業損失は25百万円（前年同期は27百万円の営業利益）となりました。 
  
 〔アジア〕  

アジアでは、世界的な需要環境の悪化による主要需要業界の不振により、圧力計の売上が大幅に減少し、売上高

は１億77百万円（前年同期比22.7％減）となりました。損益面におきましては、売上の大幅な減少の影響により、

営業損失は３百万円（前年同期は14百万円の営業損失）となりました。 

  
〔その他〕 

 その他では、売上高は１億85百万円（前年同期比15.8％減）、営業損失は６百万円（前年同期は４百万円の営業

損失）となりました。 

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
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当第１四半期末の総資産は413億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億14百万円増加いたしました。主

な要因は、株価の上昇による投資有価証券の増加と現金及び預金の増加によるものであります。 

負債は267億18百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億38百万円増加いたしました。主な要因は、長期借入

金の増加によるものであります。 

また、純資産は146億17百万円となりました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末比1.0ポイント減の

35.1％となりました。 

    

キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、39億97百万円となり、前連結会計年

度末に比べ10億98百万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４億19百万円となりました。 

収入の主な内訳は、減価償却費４億55百万円、売上債権の減少額４億９百万円及びたな卸資産の減少額２億37

百万円であり、支出の主な内訳は、税金等調整前四半期純損失７億76百万円であります。  
   
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は83百万円となりました。 

 これは主に、定期預金の払戻による収入（純額）２億７百万円と生産設備等の有形固定資産の取得による支出

１億62百万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６億69百万円となりました。 

これは主に、長期借入金の増加による収入(純額)が11億61百万円と、短期借入金の返済による支出(純額)４億

85百万円があったことなどによるものであります。 

   

当期の業績予想につきましては、平成21年5月時点では未開示でありましたが、当第１四半期累計期間の業績と

現在までの状況を勘案し、当第２四半期累計期間及び通期の業績予想を開示いたします。 

輸出や生産など一部の経済指標に改善が見られるものの、当社グループの主要関連業界であります産業機械業

界、半導体業界、建設機械業界及び自動車業界における設備投資の大幅な減少や生産調整の影響はまだ当分続き、

需要の回復には時間がかかるものと予想されます。このような厳しい状況下で、当社グループは、収益改善のため

徹底的なコスト削減への取り組みを更に強化してまいります。 

以上の状況を踏まえ、第２四半期連結累計期間の業績は、売上高140億円（前年同期比37.0％減）、営業損失11

億円、経常損失10億円、四半期純損失10億60百万円を見込んでおり、通期の業績は、売上高305億円（前年同期比

21.7％減）、営業損失９億50百万円、経常損失８億50百万円、当期純損失８億70百万円を見込んでおります。 

なお、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、当社グループの

需要先の設備投資及び生産調整動向が不透明なこと、並びにその他の要因によって予想数値と異なる可能性があり

ます。 

また、当期の中間配当につきましては、現下の厳しい損益状況及び経営環境の先行きが不透明であることを踏ま

え、見送る予定であります。期末及び年間の配当予想額につきましては、今後、業績動向を見極めつつ検討するこ

ととしておりますが、平成22年３月期の決算発表時までに公表する予定であります。 

  

 該当事項はありません。  

  

 記載すべき事項はありません。  

  

 記載すべき事項はありません。   

  

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

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
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,026,556 4,103,341

受取手形及び売掛金 6,118,751 6,445,639

有価証券 33,817 36,737

商品及び製品 3,889,198 3,874,052

仕掛品 2,414,721 2,514,949

原材料及び貯蔵品 1,488,801 1,488,804

繰延税金資産 442,780 433,601

その他 1,035,711 1,013,706

貸倒引当金 △177,727 △168,252

流動資産合計 20,272,610 19,742,580

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,753,358 9,716,840

減価償却累計額 △6,784,531 △6,716,335

建物及び構築物（純額） 2,968,826 3,000,505

機械装置及び運搬具 17,967,520 17,729,031

減価償却累計額 △13,514,030 △13,169,988

機械装置及び運搬具（純額） 4,453,490 4,559,043

土地 4,460,397 4,375,446

リース資産 91,207 91,207

減価償却累計額 △8,072 △4,814

リース資産（純額） 83,135 86,392

建設仮勘定 847,345 854,024

その他 4,293,667 4,272,066

減価償却累計額 △3,951,104 △3,922,692

その他（純額） 342,563 349,373

有形固定資産合計 13,155,759 13,224,785

無形固定資産   

のれん 616,761 660,878

リース資産 3,815 4,020

その他 1,590,770 1,552,522

無形固定資産合計 2,211,347 2,217,421

投資その他の資産   

投資有価証券 4,543,078 3,977,525

繰延税金資産 126,930 267,449

その他 1,029,116 995,266

貸倒引当金 △2,619 △3,049

投資その他の資産合計 5,696,507 5,237,192

固定資産合計 21,063,614 20,679,399

資産合計 41,336,225 40,421,979
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,352,741 2,297,319

短期借入金 5,417,698 5,878,413

1年内償還予定の社債 105,000 110,000

1年内返済予定の長期借入金 6,245,519 6,239,277

リース債務 30,509 29,339

未払法人税等 214,404 240,492

繰延税金負債 32,514 30,329

賞与引当金 491,097 561,133

役員賞与引当金 3,000 3,000

その他 1,240,309 1,181,616

流動負債合計 16,132,794 16,570,921

固定負債   

長期借入金 6,790,900 5,478,319

リース債務 78,138 85,458

繰延税金負債 1,027,820 902,985

退職給付引当金 2,143,041 2,137,709

役員退職慰労引当金 224,402 225,731

その他 321,247 278,295

固定負債合計 10,585,551 9,108,499

負債合計 26,718,345 25,679,421

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,880,313 3,880,313

資本剰余金 3,978,897 3,978,897

利益剰余金 6,642,812 7,538,230

自己株式 △44,661 △44,619

株主資本合計 14,457,361 15,352,821

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 743,225 342,576

為替換算調整勘定 △711,546 △1,098,176

評価・換算差額等合計 31,679 △755,600

少数株主持分 128,839 145,337

純資産合計 14,617,880 14,742,558

負債純資産合計 41,336,225 40,421,979
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 10,421,380 6,826,026

売上原価 8,088,563 5,683,730

売上総利益 2,332,816 1,142,296

販売費及び一般管理費 2,432,360 2,013,361

営業損失（△） △99,543 △871,064

営業外収益   

受取利息 14,333 6,621

受取配当金 45,271 43,301

為替差益 115,651 －

持分法による投資利益 17,777 6,068

雇用調整助成金 － 83,395

その他 26,444 44,482

営業外収益合計 219,477 183,870

営業外費用   

支払利息 91,868 61,967

為替差損 － 18,468

その他 72,676 42,466

営業外費用合計 164,544 122,902

経常損失（△） △44,610 △810,097

特別利益   

固定資産売却益 10 173

投資事業組合運用益 886 －

賞与引当金戻入額 2,719 26,277

その他 － 7,410

特別利益合計 3,616 33,860

特別損失   

固定資産売却損 68 610

固定資産除却損 6,061 －

その他 5,654 －

特別損失合計 11,785 610

税金等調整前四半期純損失（△） △52,779 △776,846

法人税、住民税及び事業税 168,161 6,811

法人税等調整額 △60,833 932

法人税等合計 107,328 7,744

少数株主損失（△） △4,639 △19,313

四半期純損失（△） △155,468 △765,277
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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損失（△） △52,779 △776,846

減価償却費 487,388 455,034

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,980 4,205

賞与引当金の増減額（△は減少） 208,840 △84,100

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,125 △4,579

受取利息及び受取配当金 △59,604 △49,922

支払利息 91,868 61,967

手形売却損 26,837 10,916

為替差損益（△は益） 72,602 31,638

持分法による投資損益（△は益） △17,777 △6,068

売上債権の増減額（△は増加） 1,118,532 409,585

たな卸資産の増減額（△は増加） △423,578 237,098

仕入債務の増減額（△は減少） △493,720 16,063

未払消費税等の増減額（△は減少） △253,926 66,850

その他 △18,503 30,816

小計 717,287 402,658

利息及び配当金の受取額 67,356 100,990

支払利息及び手形売却損 △117,241 △68,364

法人税等の支払額 △154,600 △15,563

営業活動によるキャッシュ・フロー 512,801 419,720

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 △262,420 △217,035

定期預金の払戻による収入 281,155 424,413

有形固定資産の取得による支出 △202,984 △162,247

投資有価証券の取得による支出 △51,881 △1,776

貸付けによる支出 △233,800 △48,000

貸付金の回収による収入 － 73,968

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△2,549,281 －

その他 △3,089 14,152

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,022,301 83,473
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 5,702,823 4,216,521

短期借入金の返済による支出 △5,708,245 △4,702,360

長期借入れによる収入 3,541,090 1,403,760

長期借入金の返済による支出 △216,138 △242,608

社債の償還による支出 △5,000 △5,000

配当金の支払額 △326,804 △489

少数株主への配当金の支払額 △635 △575

その他 △337 △42

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,986,751 669,206

現金及び現金同等物に係る換算差額 △49,715 △73,866

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 427,535 1,098,534

現金及び現金同等物の期首残高 2,946,487 2,899,216

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,374,023 3,997,750
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 該当事項はありません。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 精密機器事業の売上高及び営業利益（損失）の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益（損失）

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。  

           前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６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。 

    ２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

        北米：アメリカ合衆国 

    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）                              

 当第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９号 平成18年７月５

日）を適用しております。 

  

          当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６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。 

 なお、当第１四半期連結累計期間において、従来その他に含めて記載しておりました欧州及びアジアの営業損

失金額が、全セグメントの営業損失金額の合計額に占める割合が増加し、重要性が増したため、当第１四半期連

結累計期間より、それぞれ独立したセグメントとして記載しております。 

 この変更に伴い、当第１四半期連結累計期間のその他は、従来の方法によった場合に比べて、外部顧客に対す

る売上高が411,965千円、営業損失が27,563千円それぞれ減少した結果、営業損失は6,320千円となりました。 

   ２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域  

  北米：アメリカ合衆国   欧州：ドイツ   アジア：シンガポール 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
北米  

（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  7,017,414  2,588,199  815,766  10,421,380  －  10,421,380

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 173,364  186,512  370,703  730,579  △730,579  －

計  7,190,779  2,774,711  1,186,469  11,151,960  △730,579  10,421,380

 営業利益又は営業損失（△）  △196,896  72,314  9,657  △114,924  15,381  △99,543

  
日本 

（千円） 
 北米  

（千円） 
 欧州  

（千円） 
 アジア 
（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 
4,185,823  2,042,426 234,916 177,048 185,810  6,826,026  － 6,826,026

 (2）セグメント間 

     の内部売上高 

  又は振替高 

124,628  186,320 28,290 24,950 213,453  577,643  △ 577,643 －

計 4,310,452  2,228,746 263,206 201,999 399,264  7,403,669  △ 577,643 6,826,026

  営業損失（△） △ 648,622  △ 200,733 △ 25,834 △ 3,297 △ 6,320  △ 884,808  13,743 △ 871,064
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前第１四半期連結累計期間（自平成20年4月1日 至平成20年６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。 

    北米………アメリカ合衆国    アジア………中国、台湾、韓国    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。 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年4月1日 至平成21年６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。 

    北米………アメリカ合衆国    アジア………中国、台湾、韓国    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。 

   

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  北米 アジア  欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,668,327  954,082  630,376  444,467  4,697,253

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  10,421,380

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
 25.6  9.2  6.0  4.3  45.1

  北米 アジア  欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,052,900  626,708  349,521  272,687  3,301,819

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  6,826,026

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
 30.1  9.2  5.1  4.0  48.4

（６）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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