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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 26,010 ― 1,409 ― 1,466 ― 786 ―

20年3月期第3四半期 23,806 △8.8 1,208 1.1 1,303 △4.8 676 △5.6

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 92.41 ―

20年3月期第3四半期 79.65 ―

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 21,586 7,131 31.7 806.03
20年3月期 23,260 7,072 29.3 798.78

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  6,844百万円 20年3月期  6,821百万円

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  
 

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 ― 0.00 ― 35.00 35.00
21年3月期 ― 15.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 8.00 23.00

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  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 33,900 3.7 1,630 △4.2 1,680 △4.4 780 △12.1 91.64

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  

詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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） 

詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業績の変化等によ
り上記予想数値と異なる場合があります。 
２．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。  

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3四半期  8,640,000株 20年3月期  8,640,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  148,008株 20年3月期  99,597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  8,511,420株 20年3月期第3四半期  8,490,974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 

米国発の金融危機が世界中に広がり、世界的に生産と消費が減退する中で、これまで輸出と設備投資によって

牽引されてきたわが国の経済は、昨年の秋以降、急速に減速しました。国内各社は、これまでにない急激な販売

の減少と在庫の増加に対して、減産体制をとり、また設備投資計画を先送りするなどの緊急の対策をとりはじめ

ました。 

 

このような中で、当第３四半期累計期間における当社の主要取引業界ごとの概況は、以下の通りとなりました。 

 

（鉄鋼業界） 

国内高炉各社は、当四半期に至り大幅な減産体制に入りました。 

当社におきましては、製鉄所向け各商品の販売の多くは、第１・２四半期まで増加、第３四半期に減少の傾向

が見られましたが、当四半期累計でみると対前年同期比で増加の結果となりました。なかでも、老朽化設備の更

新需要に対して原料搬送装置用の給脂装置、各設備の消耗部品需要に対して、防塵ジャバラ、伸縮管継手、搬送

用ローラーのベアリング再生品、オイルシール等の販売が安定して推移し、売上高増に寄与しました。粗鋼生産

量に比例すると考えられる製鋼用副資材の販売は、当四半期では減少となりましたが、対前年同期比では、ほぼ

横ばいの結果となりました。 

 

（電子・半導体業界） 

同業界では、メモリー市況の低迷が続き、設備投資は抑えられてきました。 

当社におきましては、前年同期比で、自社製のＣＭＰ用回転継手やウェハ洗浄液用フィルターをはじめ、全般

の商品について売上高減少となりました。 

 

（自動車業界） 

同業界では、当四半期に入り自動車の生産・輸出台数が大幅減となり、工作機械の受注も急激に落ち込みまし

た。 

当社におきましては、自社製の工作機械用ロータリージョイントの販売は当四半期に減少し、対前年同期比で

横ばいの結果となりましたが、自社製のＮＣ高圧洗浄機、他社製の自動車部品洗浄機、および自動車部品検査装

置の販売が大幅に伸び、売上高増に寄与しました。 

 

（ゴム・タイヤ業界） 

当社におきましては、タイヤ加硫機用バルブやタイヤ成形機部品の販売が伸びました。 

 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高26,010百万円、営業利益1,409百万円、経常利益1,466

百万円、四半期純利益786百万円となりました。 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて7.5％減少し、17,285百万円となりました。これは、現金及び預金が

1,956百万円減少し、一方で、受取手形及び売掛金が176百万円、たな卸資産が280百万円それぞれ増加したこと

などによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて6.1％減少し、4,300百万円となりました。これは有形固定資産が66百

万円増加し、一方で投資その他の資産が355百万円減少したことなどによります。 

有形固定資産の増加の主な要因は、前連結会計年度まで非連結子会社であったSIAM RIX MANUFACTURING CO.,LTD.

を第１四半期から連結の範囲に含めたことによる単純増加であり、投資その他の資産の減少の主な要因は、同会

社の新規連結に伴う投資額264百万円の連結消去と、有価証券評価額の落込みによる減少額456百万円であります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて7.2％減少し、21,586百万円となりました。 

 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて10.8％減少し、13,349百万円となりました。これは、支払手形及び買

掛金が483百万円、短期借入金が477百万円、未払法人税等が407百万円それぞれ減少したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて9.9％減少し、1,105百万円となりました。これは、長期借入金が143

百万円減少したことなどによります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて10.7％減少し、14,454百万円となりました。 
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（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度に比べて0.8％増加し、7,131百万円となりました。これは、繰越利益剰余金の

増加に伴い株主資本が315百万円増加し、一方で、その他有価証券評価差額金が253百万円減少したことなどによ

ります。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

世界的な景気後退のなか、自動車等顧客業界の生産減、設備投資減の影響から受注が減少してきており、平成

21年３月期の通期業績につきましては、当初の業績予想を下回る見込みです。また、株式市場の低迷による投資

有価証券評価損の計上が見込まれ、以下の通り業績予想を修正いたします。 

また、期末配当につきましては、１株当たり８円の予想に修正いたします。 

詳細につきましては、平成21年２月５日に別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」並びに

「平成21年３月期 配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

 

平成21年3月期通期連結業績予想数値の修正（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（金額の単位：百万円） 

 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

前回発表予想(A) 34,200 1,710 1,780 910 106.55

今回発表予想(B) 33,900 1,630 1,680 780 91.64

増減額(B-A) △300 △80 △100 △130 ― 

増減率(%) △0.9 △4.7 △5.6 △14.3 ― 

（ご参考）前期実績 

（平成 20 年 3 月期） 
32,684 1,702 1,757 887 104.48

 

 

４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の移動（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。 

なお、下記の通り連結の範囲の異動がありましたが、開示府令第19条第７項に規定する特定子会社には該当い

たしません。 

新規 １社（社名 SIAM RIX MANUFACTURING CO.,LTD） 

前連結会計年度まで非連結子会社であったSIAM RIX MANUFACTURING CO.,LTD（タイ国の在外子会社）を第１四

半期より連結の範囲に含めております。 

 

(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 

簡便な会計処理 

(a) 固定資産の減価償却費の算定方法 

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費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

 

(b) 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。 

 

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

(a) 税金費用の算定方法 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期

純利益に当該見積実効税率を乗じて算定する方法によっております。 

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 
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(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 

(a) 「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準

適用指針第14号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。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。 

 

(b) 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を

第１四半期連結会計期間から適用し、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。なお、この変更による損益に与える影響はありません。 

 

(c) 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18

年５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。なお、この適用による

損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 1,541,493 3,498,260

受取手形及び売掛金 12,732,965 12,556,021

有価証券 － 11,500

商品 767,381 502,879

製品 152,257 166,881

半製品 67,960 66,796

原材料 46,827 42,006

仕掛品 374,077 349,912

その他 1,609,725 1,491,583

貸倒引当金 △7,058 △6,753

流動資産合計 17,285,629 18,679,088

固定資産   

有形固定資産 1,878,781 1,812,351

無形固定資産 94,685 85,755

投資その他の資産   

投資有価証券 1,501,043 2,173,531

その他 846,521 532,493

貸倒引当金 △20,134 △22,937

投資その他の資産合計 2,327,431 2,683,087

固定資産合計 4,300,897 4,581,194

資産合計 21,586,527 23,260,283

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,088,944 10,572,837

短期借入金 2,242,000 2,719,200

1年内返済予定の長期借入金 209,540 268,272

未払法人税等 161,087 568,897

役員賞与引当金 45,235 －

賞与引当金 214,155 －

その他 388,491 831,648

流動負債合計 13,349,453 14,960,854

固定負債   

長期借入金 272,850 415,980

退職給付引当金 526,390 522,068

役員退職慰労引当金 293,926 275,889

負ののれん 1,125 1,903

その他 11,184 11,580

固定負債合計 1,105,477 1,227,422

負債合計 14,454,930 16,188,276
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 827,900 827,900

資本剰余金 683,986 683,986

利益剰余金 5,476,301 5,121,475

自己株式 △78,723 △39,886

株主資本合計 6,909,463 6,593,475

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △25,174 228,420

為替換算調整勘定 △39,502 －

評価・換算差額等合計 △64,677 228,420

少数株主持分 286,811 250,110

純資産合計 7,131,596 7,072,006

負債純資産合計 21,586,527 23,260,283
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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 26,010,511

売上原価 21,252,680

売上総利益 4,757,831

販売費及び一般管理費 3,348,094

営業利益 1,409,736

営業外収益  

受取利息 3,225

受取配当金 24,127

負ののれん償却額 778

持分法による投資利益 44,449

その他 59,729

営業外収益合計 132,310

営業外費用  

支払利息 19,315

為替差損 42,184

その他 14,534

営業外費用合計 76,034

経常利益 1,466,012

特別利益  

投資有価証券売却益 1,900

特別利益合計 1,900

特別損失  

固定資産売却損 167

減損損失 1,406

固定資産除却損 2,906

投資有価証券評価損 24,466

会員権評価損 600

特別損失合計 29,547

税金等調整前四半期純利益 1,438,364

法人税等 604,793

少数株主利益 47,035

四半期純利益 786,536
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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 1,438,364

減価償却費 174,562

負ののれん償却額 △778

賞与引当金の増減額（△は減少） 214,393

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 45,235

未払役員賞与の増減額（△は減少） △68,873

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,321

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18,036

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,498

受取利息及び受取配当金 △27,353

支払利息 19,315

為替差損益（△は益） 2,231

固定資産除却損 2,906

減損損失 1,406

有形固定資産売却損益（△は益） 167

投資有価証券売却損益（△は益） △1,900

会員権評価損 600

持分法による投資損益（△は益） △44,449

投資有価証券評価損益（△は益） 24,466

売上債権の増減額（△は増加） △140,252

たな卸資産の増減額（△は増加） △252,466

その他の資産の増減額（△は増加） △27,138

仕入債務の増減額（△は減少） △521,908

未払消費税等の増減額（△は減少） △40,449

その他の負債の増減額（△は減少） △350,422

小計 467,518

利息及び配当金の受取額 28,656

利息の支払額 △19,289

法人税等の支払額 △1,013,007

営業活動によるキャッシュ・フロー △536,121
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（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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

信託受益権の取得による支出 △2,573,797

信託受益権の償還による収入 2,483,466

有形固定資産の取得による支出 △50,878

有形固定資産の売却による収入 416

投資有価証券の取得による支出 △16,781

投資有価証券の売却による収入 15,054

子会社株式の取得による支出 △100,000

貸付けによる支出 △46,644

貸付金の回収による収入 66,321

その他の支出 △108,659

その他の収入 17,955

投資活動によるキャッシュ・フロー △313,546

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 39,264,400

短期借入金の返済による支出 △39,741,600

長期借入金の返済による支出 △201,862

自己株式の取得による支出 △38,837

配当金の支払額 △415,747

少数株主への配当金の支払額 △6,800

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,140,447

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,499

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,003,614

現金及び現金同等物の期首残高 3,498,260

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 46,847

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,541,493
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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 

 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

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） 

（単位：千円） 

高圧液圧応用機器 
精密自動・

計測機器
その他 

 

（商品） （製品） （商品） （商品） （製品）

計 
消去又は

全社 
連結 

売上高         

(1)外部顧客に対する売上高 15,716,937 2,894,416 918,639 6,078,221 402,296 26,010,511 ― 26,010,511

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 

48,932 ― ― ― ― 48,932 (48,932) ―

計 15,765,870 2,894,416 918,639 6,078,221 402,296 26,059,444 (48,932) 26,010,511

営業利益又は営業損失(△) 1,063,415 615,371 △8,374 363,744 93,065 2,127,222 (717,486) 1,409,736

（注）１ 事業区分は、商品・製品の別及び商品・製品の種類、性質により区分しております。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

高圧液圧応用機器（商品）：（圧力発生機）      高圧油圧ポンプ、プランジャーポンプ、水中ポンプ、

モーノポンプ、渦巻ポンプ等 

（応用機器・システム商品）高圧水洗浄機等 

（付属機器・部品）    オイルシール、回転ノズル、フィルター等 

（関連技術商品）     ピストン弁、バルブ、真空ポンプ、コンプレッサー等 

高圧液圧応用機器（製品）：（応用機器・システム製品）精密水洗浄機等 

（付属機器・部品）    ロータリージョイント、マルチジョイント等 

精密自動・計測機器：    測定機器等 

その他（商品）：      製鋼副資材、潤滑油調整剤、大気汚染防止装置、環境関連機器等 

その他（製品）：      ベアリング再生精密研磨加工、合成樹脂製品等 

 

【所在地別セグメント情報】 

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） 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が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】 

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） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高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 

 

該当事項はありません。 
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【参考】 

前四半期に係る財務諸表等 

(1) （要約）前四半期連結損益計算書 
（単位：千円） 

科  目 

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）

 金 額 

  

  売上高 23,806,810

  売上原価 19,509,837

売上総利益 4,296,973

  販売費及び一般管理費 3,088,317

営業利益 1,208,656

  営業外収益 137,670

  受取利息 7,101

  受取配当金 30,330

  不動産賃貸収入 23,237

  持分法による投資利益 32,034

  その他 44,966

  営業外費用 43,148

  支払利息 27,170

  その他 15,977

経常利益 1,303,178

  特別利益 25,276

  積立保険返戻金 25,167

  その他 109

  特別損失 74,335

  固定資産除却損 672

  投資有価証券評価損 5,850

  減損損失 2,081

  役員退職金 65,675

  その他 55

税金等調整前四半期純利益 1,254,120

 法人税等 545,563

 少数株主利益 32,213

四半期純利益 676,343
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(2) （要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円） 

 

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）

区  分 金 額 

  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 1,254,120

  減価償却費 159,648

  引当金の増加額 83,332

  受取利息及び受取配当金 △37,431

  支払利息 27,170

  投資有価証券評価損 5,850

  減損損失 2,081

  持分法による投資利益 △32,034

  売上債権の減少額 717,460

  たな卸資産の増加額 △102,958

  仕入債務の減少額 △260,007

  その他 △259,842

小  計 1,557,389

  利息及び配当金の受取額 31,330

  利息の支払額 △27,243

  法人税等の支払額 △668,937

営業活動によるキャッシュ・フロー 892,539

  投資活動によるキャッシュ・フロー  

  信託受益権の取得による支出 △2,557,150

  信託受益権の回収による収入 2,477,805

  有形固定資産の取得による支出 △185,206

  有形固定資産の売却による収入 272

  投資有価証券の取得による支出 △108,405

  投資有価証券の売却による収入 64,300

  子会社の増資引受けによる支出 △170,100

  その他 93,173

投資活動によるキャッシュ・フロー △385,309

  財務活動によるキャッシュ・フロー  

  短期借入金の減少額 △341,200

  長期借入金の増加額 133,576

  配当金の支払額 △216,955

  その他 △379

財務活動によるキャッシュ・フロー △424,959

  現金及び現金同等物に係わる換算差額 1,086

  現金及び現金同等物の増加額 83,356

  現金及び現金同等物の期首残高 2,171,928

  連結子会社の増加による現金及び 

  現金同等物の増加額 
10,048

  現金及び現金同等物の四半期末残高 2,265,333

 

 

リックス株式会社（7525）　平成21年３月期　第３四半期決算短信

- 12 -



 

 

 

(3) セグメント情報 

事業の種類別セグメント情報 

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） 

（単位：千円） 

高圧液圧応用機器 
精密自動・

計測機器
その他 

 

（商品） （製品） （商品） （商品） （製品）

計 
消去又は

全  社
連 結 

売上高         

(1)外部顧客に対する売上高 14,810,773 2,547,386 779,333 5,618,292 51,023 23,806,810 ― 23,806,810

(2)セグメント間の 

   内部売上高又は振替高 

533 ― ― ― 208,698 209,232 (209,232) ―

計 14,811,307 2,547,386 779,333 5,618,292 259,722 24,016,042 (209,232) 23,806,810

営業費用 13,766,076 2,007,302 806,628 5,271,021 250,612 22,101,641 496,512 22,598,154

営業利益又は営業損失(△) 1,045,230 540,084 △27,294 347,270 9,109 1,914,401 (705,745) 1,208,656
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