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

21年3月期第3四半期 21,156 ― 374 ― 386 ― 69 ―

20年3月期第3四半期 19,823 4.4 265 6.1 275 5.6 93 △39.4

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3四半期 10.69 ―

20年3月期第3四半期 14.34 ―

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3四半期 18,646 6,182 33.2 974.89
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3四半期  6,182百万円 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）  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。  

(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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 アイコン株式会社 ）

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3四半期  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3四半期  129,255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3四半期  6,411,536株 20年3月期第3四半期  6,462,599株
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当第３四半期連結累計期間（平成20年４月～平成20年12月）におけるわが国経済は、米国のサブプライ
ムローン問題に端を発した世界的な金融危機、景気後退等の影響を受け、株式市場の大幅な変動や円高、
消費低迷等による企業収益の悪化が急速に進み、企業の設備投資マインドが一層冷え込む状況で推移いた
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、「企業基盤と企業価値の向上」を目指し、全

国37ヶ所のセールスネットワークを生かした水平展開により、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、新規事業領域である自動車産業市場、中国市場への積極的な事業展開を推進い
たしました。また、「環境・安心・安全」をキーワードとした、環境計測・分析機器や保安・メンテナン
ス機器の拡販に努めました。 
その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、当社の得意とする鉄鋼業界を中心に設備投資が好調に

推移したことや、石油化学業界での安定・安全運転への投資や造船・舶用業界での需要が底堅く推移した
ことから、当社の主力取扱品目である、工業用計測制御機器、環境計測・分析機器、産業機械が伸張し、
売上高は211億56百万円（前年同四半期比6.7%増）となり、売上総利益は33億63百万円（前年同四半期比
7.0%増）となりました。 
また利益面につきましては、売上高が伸張したこと等により、営業利益は3億74百万円（前年同四半期

比41.1%増）、経常利益は3億86百万（前年同四半期比40.6%増）となりましたが、四半期純利益につきま
しては、69百万円（前年同四半期比26.1%減）となりました。 

  

当第３四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１億61百万円減少し186億46
百万円となりました。これは商品が前連結会計年度末に比べ４億76百万円増加し、受取手形及び売掛金が
前連結会計年度末に比べ１億98百万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２億28百万円増加し、賞与引当金が前連結会計

年度末に比べ２億13百万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70百万円減少し124
億64百万円となりました。 
純資産は剰余金の配当による減少が90百万円あること、第３四半期純利益が69百万円であること、ま

た、自己株式の取得を45百万円行なったこと等により前連結会計年度末に比べ91百万円減少し61億82百万
円となりました。 
その結果、自己資本比率は33.2%、１株当たり純資産は974.89円となりました。 
  
営業活動によるキャッシュ・フローは、２億87百万円の支出超過となりました。収入の主な内訳は税金

等調整前四半期純利益２億68百万円、売上債権の減少額１億98百万円であり、支出の主な内訳は、たな卸
資産の増加額４億61百万円、法人税等の支払額３億69百万円であります。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、96百万円の支出超過となりました。これは主に有形固定資産の

取得90百万円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、１億93百万円の収入超過となりました。収入の主な内訳は短期

借入金の増加額２億33百万円であり、支出の主な内訳は、配当金の支払額90百万円であります。 
以上の結果、第３四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

97百万円減少し、13億73百万円となりました。 
  

今後の見通しにつきましては、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融不安による世界的な景
気後退が進み、企業の設備投資マインドがますます冷え込むことが予想され、当社事業領域における設備
投資にも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、当社の強みである全国37ヶ所のセー
ルスネットワークを生かした水平展開による効率営業や、環境関連機器等の拡販を推進し、提案型技術商
社として付加価値の高いベストな提案を行うことにより、顧客満足度をより一層高めることに努め、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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除外：アイコン株式会社 
 当社グループ全体の経営資源の有効活用と経営の効率化を図ることを目的として、平成20年10月１日
をもって連結子会社である双葉テック株式会社を存続会社とする吸収合併を行い、当社子会社であるア
イコン株式会社は消滅いたしております。 

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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,372,679 1,569,357

受取手形及び売掛金 13,246,380 13,444,421

商品 814,723 338,921

製品 15,061 26,025

原材料 77,670 78,762

仕掛品 23,941 26,886

その他 260,569 423,961

貸倒引当金 △1,310 △1,343

流動資産合計 15,809,714 15,906,989

固定資産   

有形固定資産 1,619,080 1,650,365

無形固定資産 64,535 67,472

投資その他の資産   

その他 1,225,500 1,246,353

貸倒引当金 △73,231 △64,106

投資その他の資産合計 1,152,269 1,182,246

固定資産合計 2,835,885 2,900,083

資産合計 18,645,599 18,807,071

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,573,355 10,628,269

短期借入金 1,132,771 905,000

未払法人税等 402 204,373

賞与引当金 100,240 312,800

役員賞与引当金 18,000 24,000

その他 364,270 343,995

流動負債合計 12,189,038 12,418,437

固定負債   

長期借入金 100,000 －

引当金 173,093 112,727

その他 1,953 3,077

固定負債合計 275,046 115,804

負債合計 12,464,084 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 3,125,597 3,146,839

自己株式 △47,310 △2,034

株主資本合計 6,179,237 6,245,755

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,153 16,208

為替換算調整勘定 5,431 10,869

評価・換算差額等合計 2,278 27,076

純資産合計 6,181,515 6,272,831

負債純資産合計 18,645,599 18,807,071
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(2)【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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

売上高 21,155,603

売上原価 17,792,325

売上総利益 3,363,279

販売費及び一般管理費  

役員報酬及び給料手当 1,276,435

賞与引当金繰入額 358,440

役員賞与引当金繰入額 18,000

退職給付費用 66,229

役員退職慰労引当金繰入額 11,960

貸倒引当金繰入額 22,137

その他 1,236,086

販売費及び一般管理費合計 2,989,286

営業利益 373,993

営業外収益  

受取利息 2,905

受取配当金 6,831

仕入割引 12,537

為替差益 4,587

その他 10,389

営業外収益合計 37,249

営業外費用  

支払利息 11,670

支払保証料 7,612

その他 5,918

営業外費用合計 25,201

経常利益 386,041

特別利益  

固定資産処分益 120

償却債権取立益 638

特別利益合計 758

特別損失  

有形固定資産除却損 82

投資有価証券売却損 1,382

投資有価証券評価損 34,365

退職給付費用 78,178

その他 5,056

特別損失合計 119,063

税金等調整前四半期純利益 267,736

法人税、住民税及び事業税 85,775

法人税等調整額 113,425

法人税等合計 199,200

四半期純利益 68,536
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31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 267,736

減価償却費 65,912

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,092

退職給付引当金の増減額（△は減少） 56,578

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,811

受取利息及び受取配当金 △9,735

支払利息 11,670

為替差損益（△は益） △4,587

有形固定資産除却損 176

有形固定資産処分損益（△は益） △120

投資有価証券売却損益（△は益） 1,382

投資有価証券評価損益（△は益） 34,365

売上債権の増減額（△は増加） 197,923

たな卸資産の増減額（△は増加） △460,802

その他の流動資産の増減額（△は増加） 147,372

仕入債務の増減額（△は減少） △54,793

その他の流動負債の増減額（△は減少） △113,540

その他 △75,639

小計 84,799

利息及び配当金の受取額 8,801

利息の支払額 △12,092

法人税等の支払額 △369,007

営業活動によるキャッシュ・フロー △287,499

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 △90,341

無形固定資産の取得による支出 △7,990

投資有価証券の売却による収入 1,918

投資活動によるキャッシュ・フロー △96,413

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） 232,771

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 △45,276

配当金の支払額 △89,867

財務活動によるキャッシュ・フロー 192,628

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,393

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △196,677

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 1,372,679
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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 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日）及び当第３四半期連結累計
期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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）前年同四半期連結損益計算書 

「参考資料」

科  目

前年同四半期

(平成20年３月期

第３四半期)

金額（千円）

Ⅰ 売上高 19,823,477

Ⅱ 売上原価 16,681,547

   売上総利益 3,141,930

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,876,897

   営業利益 265,032

Ⅳ 営業外収益

 1. 受取利息 2,616

 2. 受取配当金 6,542

 3. その他 21,240

  営業外収益合計 30,399

Ⅴ 営業外費用

 1. 支払利息 7,999

 3. その他 12,833

  営業外費用合計 20,832

   経常利益 274,599

Ⅵ 特別利益

 1. 投資有価証券売却益 ─

 2. 貸倒引当金戻入益 3,305

 3. その他特別利益 65,509

  特別利益合計 68,814

Ⅶ 特別損失

 1. 固定資産売却損 2,108

 2. 投資有価証券評価損 38,624

  特別損失合計 40,732

   税金等調整前 

   四半期(当期)純利益
302,682

   税金費用 209,983

   四半期(当期)純利益 92,699
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（２）前年同四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

前年同四半期

(平成20年３月期第３四半期)

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前四半期(当期)純利益 302,682

   減価償却費 74,000

   引当金の増減額(△は減少) 37,914

   受取利息及び受取配当金 △ 9,158

   支払利息 7,999

   売上債権の増減額(△は増加) 1,458,598

   たな卸資産の増減額(△は増加) △ 370,550

   仕入債務の増減額(△は減少) △ 1,094,624

   役員賞与の支払額 ─

   その他 △ 549,228

    小計 △ 142,368

   利息及び配当金の受取額 8,224

   利息の支払額 △ 8,462

   法人税等の支払額 △ 319,461

  営業活動によるキャッシュ・フロー △ 462,066

Ⅱ 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 △ 34,289

   無形固定資産の取得による支出 △ 15,051

   投資有価証券の取得による支出 ─

   投資有価証券の売却による収入 0

   その他 ─

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 49,339

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の増減額(△は減少) 500,000

   長期借入金の返済による支出 △ 15,000

   配当金の支払額 △ 88,910

   自己株式の取得による支出 △ 2,001

   自己株式の売却による収入 15,336

   その他 △ 0

  財務活動によるキャッシュ・フロー 409,425

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 633

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △ 101,347

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

  四半期末(期末)残高
1,198,103
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