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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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 ％

25年3月期第3四半期 26,779 △9.5 494 △53.7 408 △43.5 10 19.6
24年3月期第3四半期 29,594 4.1 1,066 7.5 722 10.9 8 △95.9

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △305百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △475百万円 （―％）

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

25年3月期第3四半期 0.49 ―
24年3月期第3四半期 0.41 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 33,955 13,232 38.5
24年3月期 34,847 13,744 39.0
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  13,079百万円 24年3月期  13,581百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  有  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
25年3月期 ― 5.00 ―
25年3月期（予想） 2.50 7.50

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 36,280 △8.0 700 △48.7 650 △39.5 50 △75.9 2.43



(1) 当四半期連結累計期間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) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、添付資料Ｐ２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外でありますが、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しています。 

※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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 20,582,984 株 24年3月期 20,582,984 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 34,850 株 24年3月期 34,714 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 20,548,203 株 24年3月期3Q 20,548,402 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年12月31日）における世界経済は、米国では企業業績や

個人消費、住宅投資の持ち直しが続き、緩やかな回復傾向で推移いたしましたが、欧州では財政問題の長期化によ

り景気後退が続いており、また、中国をはじめとするアジア経済も減速した状態が続きました。 

一方、わが国経済は、震災復興需要を背景として一部で持ち直しの動きも見られたものの、円高や海外経済減速

の影響を受けて輸出の低迷が続き、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、米国子会社の業績は米国経済に支えられ堅調に推移いたしましたが、

国内は新規顧客の開拓や新製品の投入などにより拡販活動に努めたものの、設備投資は依然低水準であり、さら

に、欧州の景気後退や中国経済減速の影響による輸出環境の悪化などにより、受注は低調に推移いたしました。 

 この結果、売上高は267億79百万円（前年同期比9.5%減）となりました。利益面につきましては、固定費の削減

を中心とした原価低減に取り組み、また、海外子会社の業績は好調でありましたが、営業利益は４億94百万円（前

年同期比53.7%減）、経常利益は４億８百万円（前年同期比43.5%減）となりました。四半期純利益は繰延税金資産

の取崩を行った結果10百万円（前年同期比19.6%増）となりました。 
  
 セグメント別の概況は、次のとおりであります。 
  
圧力計事業 

 圧力計事業では、海外子会社においての販売が好調でありましたが、産業機械業界向及びプロセス業界向は、設

備投資が低調となり、売上が減少いたしました。前期において中国を中心に大きく伸長したＦＡ空圧業界向は、中

国経済の減速により売上が減少いたしました。また、半導体業界向は、円高の影響から海外メーカー品が価格面で

優位となり売上が減少いたしました。 

 この結果、圧力計事業の売上高は137億44百万円（前年同期比5.0%減）となりました。 
  
圧力センサ事業     

 圧力センサ事業では、産業機械業界向は、設備投資が依然低水準であったことや輸出環境の悪化などにより売上

が減少し、半導体業界向は、台湾企業からの需要の動きはあったものの、国内での需要は低迷いたしました。ま

た、建設機械用圧力センサは、中国経済の減速が大きく影響し売上が減少いたしました。 

 この結果、圧力センサ事業の売上高は68億54百万円（前年同期比18.8%減）となりました。 
   
計測制御機器事業 

 計測制御機器事業では、エアリークテスターは売上が増加いたしましたが、油圧ポンプユニット及び空気圧機器

の売上が減少いたしました。 

 この結果、計測制御機器事業の売上高は32億96百万円（前年同期比7.5%減）となりました。 
  
その他事業 

その他事業では、自動車用の電装品の売上が減少いたしました。 

この結果、その他事業の売上高は28億84百万円（前年同期比7.6%減）となりました。 
   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は339億55百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億92百万円減少いた

しました。主な要因は、受取手形及び売掛金の減少によるものであります。 

 負債は207億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億81百万円減少いたしました。主な要因は、長期借入

金の増加及び支払手形及び買掛金・１年内返済予定の長期借入金の減少であります。 

 また、純資産は132億32百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億11百万円減少いたしました。主な要因は、

利益剰余金の減少及びその他有価証券評価差額金の減少によるものであります。この結果、自己資本比率は38.5%

となりました。 
   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第３四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成24年11月９日に公

表いたしました平成25年３月期の通期の連結業績予想を修正しております。詳細は本日別途開示する「通期業績予

想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 記載すべき事項はありません。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

   （減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益はそれぞれ17百万円増加しております。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

－2－

長野計器㈱（7715）　平成25年３月期　第３四半期決算短信



３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,543,230 4,190,579

受取手形及び売掛金 7,971,209 7,016,432

有価証券 3,819 4,420

たな卸資産 6,974,084 6,835,142

繰延税金資産 456,331 299,876

その他 732,113 811,131

貸倒引当金 △77,702 △52,725

流動資産合計 19,603,086 19,104,858

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,445,100 9,497,045

減価償却累計額 △7,291,744 △7,405,035

建物及び構築物（純額） 2,153,356 2,092,009

機械装置及び運搬具 16,777,028 17,307,418

減価償却累計額 △14,537,741 △14,942,138

機械装置及び運搬具（純額） 2,239,287 2,365,280

土地 3,776,607 3,774,850

リース資産 211,295 215,861

減価償却累計額 △79,299 △105,520

リース資産（純額） 131,996 110,340

建設仮勘定 658,755 530,947

その他 4,165,969 4,182,846

減価償却累計額 △3,995,894 △4,037,787

その他（純額） 170,074 145,058

有形固定資産合計 9,130,077 9,018,487

無形固定資産   

のれん 20,788 5,197

リース資産 46,142 46,081

その他 1,184,821 1,234,992

無形固定資産合計 1,251,751 1,286,271

投資その他の資産   

投資有価証券 3,586,042 3,162,720

繰延税金資産 212,485 168,079

その他 1,152,168 1,304,264

貸倒引当金 △87,678 △89,335

投資その他の資産合計 4,863,017 4,545,729

固定資産合計 15,244,846 14,850,488

資産合計 34,847,933 33,955,347
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,446,369 3,029,442

短期借入金 6,680,421 6,221,048

1年内返済予定の長期借入金 4,397,803 3,779,054

リース債務 102,516 103,219

未払法人税等 346,739 151,728

繰延税金負債 8,225 44,235

賞与引当金 559,100 335,390

その他 1,360,662 1,439,410

流動負債合計 16,901,838 15,103,529

固定負債   

長期借入金 1,054,280 2,570,521

リース債務 333,690 275,497

繰延税金負債 576,990 531,281

退職給付引当金 1,951,448 1,961,250

役員退職慰労引当金 163,855 170,823

資産除去債務 31,527 31,834

その他 89,868 77,732

固定負債合計 4,201,660 5,618,941

負債合計 21,103,499 20,722,470

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,380,126 4,380,126

資本剰余金 4,478,591 4,478,591

利益剰余金 5,209,573 5,014,212

自己株式 △44,852 △44,936

株主資本合計 14,023,439 13,827,993

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 579,839 341,741

為替換算調整勘定 △1,021,376 △1,090,481

その他の包括利益累計額合計 △441,537 △748,739

少数株主持分 162,531 153,622

純資産合計 13,744,434 13,232,876

負債純資産合計 34,847,933 33,955,347
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 

（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

売上高 29,594,423 26,779,202

売上原価 22,506,115 20,391,644

売上総利益 7,088,307 6,387,558

販売費及び一般管理費 6,021,344 5,893,294

営業利益 1,066,962 494,263

営業外収益   

受取利息 10,492 14,089

受取配当金 76,423 74,362

持分法による投資利益 62,790 47,418

雇用調整助成金 5,508 44,553

その他 164,022 115,968

営業外収益合計 319,237 296,393

営業外費用   

支払利息 186,982 186,491

為替差損 283,991 49,566

その他 192,413 146,074

営業外費用合計 663,387 382,132

経常利益 722,812 408,524

特別利益   

固定資産売却益 164 1,316

投資有価証券売却益 14,673 43,514

投資事業組合運用益 70 －

特別利益合計 14,908 44,830

特別損失   

固定資産売却損 1,107 2,052

固定資産除却損 28,678 5,492

減損損失 39,418 －

のれん償却額 157,499 －

ゴルフ会員権評価損 － 3,700

その他 350 400

特別損失合計 227,055 11,646

税金等調整前四半期純利益 510,665 441,708

法人税、住民税及び事業税 347,177 257,447

法人税等調整額 148,704 182,835

法人税等合計 495,882 440,282

少数株主損益調整前四半期純利益 14,783 1,425

少数株主利益又は少数株主損失（△） 6,319 △8,695

四半期純利益 8,463 10,121
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 14,783 1,425

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △244,644 △237,659

為替換算調整勘定 △232,918 △59,177

持分法適用会社に対する持分相当額 △12,686 △10,370

その他の包括利益合計 △490,248 △307,208

四半期包括利益 △475,465 △305,782

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △481,639 △297,081

少数株主に係る四半期包括利益 6,173 △8,700
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月1日 至 平成23年12月31日）  
１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報  

            （単位：千円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業、ダイカスト製品
      事業及び自動車用電装品事業を含んでおります。  

２．セグメント利益の調整額125,827千円には、セグメント間取引消去△8,581千円、のれんの償却額134,408千円
が含まれております。 

３. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  
   

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  
 (固定資産に係る減損損失) 

  当第３四半期連結累計期間において、「圧力計」事業が有する機械装置について、減損損失を9,049千円、「圧力セ
ンサ」事業が有する機械装置及びその他について、減損損失を30,369千円計上しております。 

 (のれんの金額の重要な変動) 

  当第３四半期連結累計期間において、全社資産に分類されるのれんについて、のれん償却額（特別損失）157,499千

円を計上しております。   

  
Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月1日 至 平成24年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（単位：千円） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業、ダイカスト製品

      事業及び自動車用電装品事業を含んでおります。  

２．セグメント利益又は損失の調整額8,303千円には、セグメント間取引消去△7,287千円、のれんの償却額15,591

千円が含まれております。 

３. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  
   

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

該当事項はありません。  

    

（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

（５）セグメント情報等

  

  

報告セグメント  その他  

（注）1 

  

合計 

  

調整額 

（注）2 

  

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注）3 
圧力計 圧力センサ 

計測制御

機器 
計 

 売上高                 

 (1）外部顧客に 

  対する売上高 
14,464,060  8,446,314 3,562,839 26,473,214 3,121,208  29,594,423  － 29,594,423

 (2）セグメント間 

     の内部売上高 

  又は振替高 

15,192  28,119 665 43,978 2,564  46,542  △ 46,542 －

計 14,479,253  8,474,434 3,563,505 26,517,193 3,123,772  29,640,965  △ 46,542 29,594,423

  セグメント利益 637,039  216,149 172,977 1,026,167 166,622  1,192,789  △ 125,827 1,066,962

  

  

報告セグメント  その他  

（注）1 

  

合計 

  

調整額 

（注）2 

  

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注）3 
圧力計 圧力センサ 

計測制御

機器 
計 

 売上高                 

 (1）外部顧客に 

  対する売上高 
13,744,064  6,854,200 3,296,412 23,894,676 2,884,525  26,779,202  － 26,779,202

 (2）セグメント間 

     の内部売上高 

  又は振替高 

1,012  43,207 511 44,732 5,198  49,930  △ 49,930 －

計 13,745,077  6,897,408 3,296,923 23,939,409 2,889,723  26,829,132  △ 49,930 26,779,202

  セグメント利益 

又は損失 
613,291  △ 357,196 163,103 419,198 83,368  502,567  △ 8,303 494,263
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