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

21年3月期第1四半期 6,110 ― 92 ― 97 ― △46 ―

20年3月期第1四半期 5,616 3.8 57 38.9 69 42.9 67 285.9

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1四半期 △7.16 ―

20年3月期第1四半期 10.32 ―

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1四半期 17,536 6,188 35.3 957.06
20年3月期 18,807 6,273 33.4 970.14

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  6,188百万円 20年3月期  6,273百万円

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 ― 6.00 ― 8.00 14.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 6.00 ― 8.00 14.00

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 13,760 ― 203 ― 209 ― 9 ― 1.39
通期 30,500 5.2 635 16.5 650 15.5 268 25.2 41.42

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、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） 

（注）上記に記載した当期の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものです。予想に内在するさまざまな不確定要因や今後の事業
運営における内外の状況変化等により、実際の業績と異なる場合があります。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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1四半期  6,470,000株 20年3月期  6,470,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  4,719株 20年3月期  4,119株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  6,465,773株 20年3月期第1四半期  6,452,297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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題による米国経済の減速、原

油・穀物等原材料価格の高騰による企業物価、消費者物価の上昇等により、景気の減速傾向は一層強まり、
先行き不透明な状況で推移いたしました。
このような状況のもと、当企業グループにおきましては、石油化学、鉄鋼業界等において、安全・安定運

転維持への投資が堅調に推移したことや、好況下にある舶用・造船業界の需要増により、当社の主力取扱品
目である工業用計測制御機器、産業機械が伸長いたしました。また、「環境・安心・安全」をキーワードとし
た事業を推進し、環境計測・分析機器及び保安・メンテナンス機器の拡販に努め、売上高は61億10百万円
（前年同期比8.8％増）となり、売上総利益は９億99百万円（前年同期比9.1％増）となりました。利益面につ
きましては、売上の増加に伴い営業利益は92百万円（前年同期比60.9％増）、経常利益は97百万円（前年同期
比39.5%増）となりました。また、四半期純利益につきましては、退職給付費用の期間損益計算をより精緻に
実施するため、本連結会計年度より退職給付債務の算出方法を簡便法から原則法に変更したことに伴い、退
職給付費用として78百万円を特別損失として計上したため46百万円の損失となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ12億71百万円減少し175億36百万

円となりました。これは受取手形及び売掛金が前連結会計年度末に比べ13億１百万円減少したことが主な要
因であります。
一方負債の部では短期借入金が前連結会計年度末に比べ３億５百万円減少し、支払手形及び買掛金が前連

結会計年度末に比べ７億38百万円減少したこと等により負債合計は前連結会計年度末に比べ11億86百万円減
少し113億48百万円となりました。
純資産は剰余金の配当による減少が52百万円あることと、第１四半期純損失が46百万円であることを主因

として前連結会計年度末に比べ85百万円減少し61億88百万円となりました。
その結果、自己資本比率は35.3%、１株当たり純資産は957.06円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、売掛債権の減少額12億98百万円等の増加がありましたが、たな卸
資産の増加４億20百万円、仕入債務の減少７億35百万円、法人税等の支払額１億95百万円等による減少で、
差引96百万円の支出超過となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出により73百万円の支出超過となり

ました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額52百万円、短期借入金の返済による支出３億５百

万円等により、２億57百万円の支出超過となりました。
以上の結果、第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ４億35

百万円減少し、11億34百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
当第２四半期連結会計期間（平成20年７月～９月）の経済環境の見通しは、サブプライムローン問題によ

る米国景気の減速や、原油・穀物等原材料の高騰等により、企業の設備投資環境が厳しくなるものと想定し
ております。斯かる状況下、当社は中期経営計画において、石油化学、鉄鋼、舶用・造船業界等の既存事業
領域における取り組みを強化すると共に、新規事業領域として位置づけている自動車産業市場や中国市場へ
の事業展開を推進してまいります。
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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)

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
①固定資産の減価償却の算定方法
固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分す
る方法によっております。
なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却の額を期間按分して算定する
方法によっております。

(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
①四半期財務諸表に関する会計基準の適用
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。
②たな卸資産の評価に関する会計基準の適用 
当第１四半期連結会計期間より「たな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、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。 
　これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。
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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１四半期連結会計期間末

(平成20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20年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,134,241 1,569,357

受取手形及び売掛金 12,143,271 13,444,421

商品 782,639 338,921

製品 9,775 26,025

原材料 70,634 78,762

仕掛品 28,014 26,886

その他 447,827 423,960

貸倒引当金 △1,203 △1,343

流動資産合計 14,615,197 15,906,989

固定資産

有形固定資産 1,637,432 1,650,365

無形固定資産 63,740 67,472

投資その他の資産

その他 1,283,449 1,246,353

貸倒引当金 △64,226 △64,106

投資その他の資産合計 1,219,223 1,182,246

固定資産合計 2,920,395 2,900,083

資産合計 17,535,592 18,807,071
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20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20年3月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,890,191 10,628,269

短期借入金 600,000 905,000

未払法人税等 11,633 204,373

引当金 59,450 336,800

その他 505,147 343,995

流動負債合計 11,066,421 12,418,437

固定負債

長期借入金 100,000 －

引当金 178,605 112,727

その他 2,927 3,077

固定負債合計 281,531 115,804

負債合計 11,347,952 12,534,240

純資産の部

株主資本

資本金 1,533,400 1,533,400

資本剰余金 1,567,550 1,567,550

利益剰余金 3,048,800 3,146,839

自己株式 △2,284 △2,034

株主資本合計 6,147,467 6,245,755

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 39,359 16,208

為替換算調整勘定 814 10,869

評価・換算差額等合計 40,173 27,076

純資産合計 6,187,640 6,272,831

負債純資産合計 17,535,592 18,807,071
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第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)

売上高 6,109,708

売上原価 5,110,750

売上総利益 998,958

販売費及び一般管理費

役員報酬及び給料手当 416,461

賞与引当金繰入額 48,700

役員賞与引当金繰入額 6,000

退職給付費用 22,106

役員退職慰労引当金繰入額 3,919

貸倒引当金繰入額 120

その他 410,073

販売費及び一般管理費合計 907,380

営業利益 91,578

営業外収益

受取利息 1,037

受取配当金 4,729

仕入割引 4,582

その他 4,674

営業外収益合計 15,022

営業外費用

支払利息 3,896

支払保証料 2,601

為替差損 2,147

その他 1,441

営業外費用合計 10,086

経常利益 96,513

特別利益

貸倒引当金戻入額 140

特別利益合計 140

特別損失

有形固定資産除却損 23

退職給付費用 78,178

その他 2,087

特別損失合計 80,288

税金等調整前四半期純利益 16,365

法人税、住民税及び事業税 11,215

法人税等調整額 51,462

法人税等合計 62,677

四半期純損失（△） △46,312
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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)

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 16,365

減価償却費 21,828

退職給付引当金の増減額（△は減少） 70,131

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,770

受取利息及び受取配当金 △5,766

支払利息 3,896

為替差損益（△は益） 2,147

有形固定資産除却損 23

売上債権の増減額（△は増加） 1,298,288

たな卸資産の増減額（△は増加） △420,467

その他の流動資産の増減額（△は増加） △72,419

仕入債務の増減額（△は減少） △735,163

その他の流動負債の増減額（△は減少） △28,838

その他 △55,831

小計 97,964

利息及び配当金の受取額 5,405

利息の支払額 △3,849

法人税等の支払額 △195,039

営業活動によるキャッシュ・フロー △95,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △73,409

投資活動によるキャッシュ・フロー △73,409

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △300,000

長期借入れによる収入 100,000

長期借入金の返済による支出 △5,000

自己株式の取得による支出 △250

配当金の支払額 △51,950

財務活動によるキャッシュ・フロー △257,200

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △435,115

現金及び現金同等物の期首残高 1,569,357

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,134,241
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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。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項なし

(5) セグメント情報

前第１四半期（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日）及び当第１四半期（自平成20年４月１日 至
平成20年６月30日）

〔事業の種類別セグメント情報〕

当企業グループは、工業用計測制御機器、環境計測・分析機器、測定・検査機器、産業機械等をユーザ
ーに販売(一部製造販売)している専門商社であり、取扱商品の性質、販売市場等の類似性から判断して、
事業種類別セグメント情報は記載しておりません。

〔所在地別セグメント情報〕

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所在地別セグメント
情報の記載を省略しております。

〔海外売上高〕

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項なし
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英和㈱(9857) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

「参考」

(要約)前年同四半期連結損益計算書

　 (単位：千円)

科 目

前年同四半期

(平成20年３月期

第１四半期)

金額

Ⅰ 売上高 5,615,857

Ⅱ 売上原価 4,700,286

　 売上総利益 915,570

Ⅲ 販売費及び一般管理費 858,639

　 営業利益 56,931

Ⅳ 営業外収益

　1. 受取利息 396

　2. 受取配当金 4,257

　3. その他 12,118

　 営業外収益合計 16,771

Ⅴ 営業外費用

　1. 支払利息 1,955

　2. その他 2,576

　 営業外費用合計 4,531

　 経常利益 69,171

Ⅵ 特別利益

　1. 貸倒引当金戻入益 1,198

　2. 保険積立金解約益 65,528

　 特別利益合計 66,727

Ⅶ 特別損失

　1. 固定資産除却損 100

　 特別損失合計 100

　 税金等調整前

　 四半期(当期)純利益
135,798

　 税金費用 69,189

　 四半期(当期)純利益 66,609
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