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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 14,515 ― 311 ― 318 ― 37 ―

20年3月期第2四半期 13,054 3.2 201 20.4 209 18.2 94 △12.5

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 5.74 ―

20年3月期第2四半期 14.59 ―

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 18,285 6,207 33.9 978.72
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2四半期  6,207百万円 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 ― 6.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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 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、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）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）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。 

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  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2四半期  128,151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2四半期  6,446,873株 20年3月期第2四半期  6,460,340株
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当第２四半期連結累計期間（平成20年４月～平成20年９月）におけるわが国経済は、原材料、原油価格
の高騰や米国のサブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱による円高、株安等を背景に、企業
の設備投資マインドや消費者マインドが弱含みで推移し、先行き不透明感を強めながら、景気減速懸念が
一層高まる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、「経営基盤と企業価値の向上」を目指し、既

存事業領域である石油化学、鉄鋼業界等への取組みを強化しつつ、新規事業領域として位置づけている自
動車産業市場、中国市場への積極的な事業展開を推進致しました。また、「環境・安心・安全」をキーワ
ードとし、環境関連機器やセキュリティ・メンテナンス機器の拡販に努めると共に、国内36ヶ所のセール
スネットワークを活用した水平展開を推進することにより、情報の共有と活用を図り、効率的な営業を推
進してまいりました。 
その結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、当社の得意とする石油化学、鉄鋼業界等を中心に設備

の新設、更新や安定・安全運転への投資が堅調に推移したことや、造船・舶用業界の需要が好調に推移し
たことにより、当社の主力取扱品目である工業用計測制御機器、環境・分析機器、産業機器が伸長し、売
上高は145億15百万円（前年同四半期比11.2%増）となり、売上総利益は23億17百万円（前年同四半期比
10.4%増）となりました。 
 また利益面につきましては、前年同期と比較し売上高が伸長したこと等により、営業利益3億11百万円
（前年同四半期比54.4%増）、経常利益は3億18百万円（前年同四半期比51.8%増）となりましたが、四半
期純利益におきましては、37百万円（前年同四半期比60.8％減）となりました。 

  

当第２四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５億22百万円減少し182億85
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２億30百万円減少したことが
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２億68百万円減少し、支払手形及び買掛金が前

連結会計年度末に比べ１億89百万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４億56百万
円減少し120億79百万円となりました。 
純資産は剰余金の配当による減少が52百万円あること、第２四半期純利益が37百万円であること、ま

た、自己株式の取得を45百万円行なった等により前連結会計年度末に比べ66百万円減少し62億７百万円と
なりました。 
その結果、自己資本比率は33.9%、１株当たり純資産は978.72円となりました。 
  
営業活動によるキャッシュ・フローは、１億60百万円の収入超過となりました。収入の主な内訳は税金

等調整前四半期純利益２億15百万円、売上債権の減少額２億30百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債
務の減少額１億89百万円、法人税等の支払額２億８百万円であります。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、76百万円の支出超過となりました。これは有形固定資産の取得

によるものであります。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、２億64百万円の支出超過となりました。収入の内訳は長期借入

金の１億円であり、支出の主な内訳は、短期借入金の減少額２億63百万円、配当金の支払額52百万円であ
ります。 
以上の結果、第２四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１億

87百万円減少し、13億83百万円となりました。 
  

今後の見通しにつきましては、サブプライムローン問題に端を発した金融不安による米国経済の景気後
退の影響を受け、欧州経済、中国経済にも景気減速懸念が強まりつつあることや、世界的金融不安による
円高、株安により、企業の設備投資マインドや消費者マインドが冷え込み、景気の減速懸念がますます強
まるものと考えられ、当社事業領域における設備投資に影響が出るものと推測しております。このような
状況の下、当社の強みを生かし、水平展開による効率営業や、エンジニアリング機能のより一層の強化に
努め、提案型技術商社として付加価値の高いベストな提案をおこなうことで顧客満足度を高めることによ
り、経営計画の実現に邁進してまいります。 
平成21年3月期の連結業績見通しにつきましては、売上高305億円（前連結会計年度比5.2%増）、経常利

益6億50百万円（前連結会計年度比15.5%増）、当期純利益 2億68百万円（前連結会計年度比25.2%増）を
見込んでおります。 

  

【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。 

  

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。 

 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 1,382,696 1,569,357 

受取手形及び売掛金 13,214,066 13,444,421 

商品 448,756 338,921 

製品 30,375 26,025 

原材料 49,240 78,762 

仕掛品 27,416 26,886 

その他 255,221 423,961 

貸倒引当金 △1,309 △1,343 

流動資産合計 15,406,461 15,906,989 

固定資産 

有形固定資産 1,632,291 1,650,365 

無形固定資産 67,333 67,472 

投資その他の資産 

その他 1,229,876 1,246,353 

貸倒引当金 △50,492 △64,106 

投資その他の資産合計 1,179,385 1,182,246 

固定資産合計 2,879,009 2,900,083 

資産合計 18,285,470 18,807,071 
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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 10,439,410 10,628,269 

短期借入金 637,285 905,000 

未払法人税等 147,077 204,373 

賞与引当金 273,500 312,800 

役員賞与引当金 12,000 24,000 

その他 281,780 343,995 

流動負債合計 11,791,052 12,418,437 

固定負債 

長期借入金 100,000 － 

引当金 184,748 112,727 

その他 2,777 3,077 

固定負債合計 287,525 115,804 

負債合計 12,078,577 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 3,132,112 3,146,839 

自己株式 △47,022 △2,034 

株主資本合計 6,186,040 6,245,755 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 15,569 16,208 

為替換算調整勘定 5,285 10,869 

評価・換算差額等合計 20,853 27,076 

純資産合計 6,206,893 6,272,831 

負債純資産合計 18,285,470 18,807,071 
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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 14,515,192 

売上原価 12,198,643 

売上総利益 2,316,549 

販売費及び一般管理費 

役員報酬及び給料手当 844,602 

賞与引当金繰入額 263,300 

役員賞与引当金繰入額 12,000 

退職給付費用 44,980 

役員退職慰労引当金繰入額 7,807 

その他 832,922 

販売費及び一般管理費合計 2,005,610 

営業利益 310,938 

営業外収益 

受取利息 1,662 

受取配当金 4,949 

仕入割引 8,655 

その他 8,034 

営業外収益合計 23,301 

営業外費用 

支払利息 7,976 

支払保証料 4,992 

為替差損 119 

その他 3,312 

営業外費用合計 16,399 

経常利益 317,840 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 602 

特別利益合計 602 

特別損失 

有形固定資産除却損 82 

投資有価証券評価損 20,331 

退職給付費用 78,178 

その他 5,056 

特別損失合計 103,648 

税金等調整前四半期純利益 214,795 

法人税、住民税及び事業税 149,271 

法人税等調整額 28,524 

法人税等合計 177,795 

四半期純利益 37,000 
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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 214,795 

減価償却費 43,727 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,649 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 72,386 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,658 

受取利息及び受取配当金 △6,611 

支払利息 7,976 

為替差損益（△は益） 119 

有形固定資産除却損 82 

投資有価証券評価損益（△は益） 20,331 

売上債権の増減額（△は増加） 230,149 

たな卸資産の増減額（△は増加） △85,193 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 149,115 

仕入債務の増減額（△は減少） △188,650 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △45,583 

その他 △35,888 

小計 370,764 

利息及び配当金の受取額 6,022 

利息の支払額 △9,397 

法人税等の支払額 △207,824 

営業活動によるキャッシュ・フロー 159,565 

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 △76,006 

無形固定資産の取得による支出 △283 

投資活動によるキャッシュ・フロー △76,289 

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） △262,715 

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 △44,988 

配当金の支払額 △51,726 

財務活動によるキャッシュ・フロー △264,429 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,507 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △186,660 

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 1,382,696 

英和㈱（9857）　平成21年３月期　第２四半期決算短信

―　7　―



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 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日）及び当第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） 
  

〔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。 

  

該当事項なし 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(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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１.前年同四半期に係る財務諸表 

（1）中間連結損益計算書 

「参考資料」

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 13,054,265 100.0

Ⅱ 売上原価 10,955,599 83.9

   売上総利益 2,098,666 16.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,897,267 14.5

   営業利益 201,399 1.5

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 2,036

 ２ 受取配当金 4,492

 ３ 仕入割引 8,117

 ４ 受取家賃 2,096

 ７ その他 4,043 20,784 0.2

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 4,755

 ２ 売上割引 2,373

 ４ ファクタリング保証料 3,438

 ４ 為替差損 2,186

 ５ その他 68 12,821 0.1

   経常利益 209,362 1.6

Ⅵ 特別利益

 １ 保険積立金解約益 65,509

 ２ 貸倒引当金戻入益 1,050 66,559 0.5

Ⅶ 特別損失

   固定資産除却損 1,398 1,398 0.0

   税金等調整前中間純利益 274,522 2.1

   法人税、住民税及び事業税 82,085

   法人税等調整額 98,163 180,247 1.4

   中間純利益 94,275 0.7
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

当中間連結会計期間

(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

 １ 税金等調整前中間(当期) 
   純利益

274,522

 ２ 減価償却費 48,075

 ３ 貸倒引当金の減少額 △ 1,050

 ４ 退職給付引当金の増減額 △ 17,764

 ５ 役員退職慰労引当金の
   増減額

△ 5,436

 ６ 受取利息及び受取配当金 △ 6,528

 ７ 支払利息 4,755

 ８ 有形固定資産除却損 1,398

 ９ 保険積立金解約益 △ 65,509

 10 売上債権の増減額 1,301,903

 11 たな卸資産の増減額 △ 658

 12 未払消費税等の増減額 △ 14,104

 13 その他流動資産の増減額 4,896

 14 仕入債務の増減額 △ 1,532,754

 15 その他流動負債の増減額 △ 78,773

 16 その他 134,682

    小計 47,657

 17 利息及び配当金の受取額 5,955

 18 利息の支払額 △ 4,714

 19 法人税等の支払額 △ 175,842

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

△ 126,944
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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)

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による 
   支出

△ 21,408

 ２ その他無形固定資産の
   取得による支出

△ 13,451

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△ 34,859

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の増減額 200,000

 ２ 長期借入金の返済による 
   支出

△ 10,000

 ３ 自己株式の取得による支出 △ 1,227

 ４ 自己株式の処分による収入 15,336

 ４ 配当金の支払額 △ 51,327

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

152,782

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

4,704

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増減額

△ 4,317

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

1,299,451

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

1,295,133
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2.生産、受注及び販売の状況 

当第２四半期連結累計期間における生産実績は、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 上記は製造を行っております連結子会社(双葉テック㈱、アイコン㈱)の合計金額であります。 

２ 上記金額は製造原価によっております。 

３ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期連結累計期間における受注実績は、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 連結子会社(双葉テック㈱、アイコン㈱)において受注生産を行っております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期連結累計期間における品目別の販売実績は、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(1) 生産実績

品目別 生産高(千円)

工業用計測制御機器 150,870

産業機械 134,038

合計 284,908

(2) 受注状況

品目別 受注高(千円) 受注残高(千円)

工業用計測制御機器 182,468 66,512

産業機械 186,130 133,842

合計 368,598 200,354

(3) 販売実績

品目別 販売高(千円)

工業用計測制御機器 7,420,880

環境計測・分析機器 999,835

測定・検査機器 672,378

産業機械 5,422,099

合計 14,515,192
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