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1.  平成21年9月期第1四半期の連結業績（平成20年10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9月期第1四半期 1,469 △10.5 271 △20.3 268 △24.3 132 △19.5

20年9月期第1四半期 1,643 35.0 340 138.0 354 131.5 164 133.6

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9月期第1四半期 30.55 ―

20年9月期第1四半期 35.50 ―

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9月期第1四半期 8,747 6,782 72.3 1,463.59
20年9月期 9,294 6,901 69.3 1,490.93

（参考） 自己資本   21年9月期第1四半期  6,326百万円 20年9月期  6,444百万円

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9月期 ― ― ― 35.00 35.00
21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― ― ― 35.00 35.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30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 3,531 △1.1 436 △31.2 453 △30.1 199 △36.8 46.04
通期 6,496 △8.3 823 △34.4 846 △35.6 335 △40.3 77.50

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  無  

(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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している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。なお、上記業績予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表】３．連結業績予想に関する定性的情報を
ご覧ください。 
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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第1四半期  4,951,864株 20年9月期  4,951,864株

② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期  629,512株 20年9月期  629,512株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第1四半期  4,322,352株 20年9月期第1四半期  4,600,062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 

（1）業績の状況  

    ①日本（提出会社） 

   当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国金融危機に端を発した世界経済の失速と急速な為替

変動により、消費の縮小と輸出採算の悪化が同時進行しております。当社の主力ユーザーである自動車産業

は、自動車需要の急激な落ち込みに対応するため減産を加速しております。また、鉄鋼産業も 大の需要家で

ある自動車産業の大幅な減産の影響を受け異例のスピードで生産調整に着手しております。当社は非破壊検

査、マーキングのメーカーとして総合力を生かした事業運営により業容を拡大してまいりましたが、このよう

な市場の急激な悪化により探傷剤等の消耗品の販売が低下しております。 

  この結果、売上高は1,016百万円、四半期純利益は86百万円となりました。 

  ②中国（蘇州美柯達探傷機材有限公司、上海蘇州美柯達探傷機材有限公司、碼科泰克（上海）化学有限公司） 

 中国におきましては、北京オリンピック関連投資の終了後、世界的な経済危機の影響を受け鉄鋼産業・自動

車産業がともに生産調整に着手しております。また為替の変動による人民元の下落が発生しております。 

      この結果、売上高は468百万円、四半期純利益は74百万円となりました。 

    ③韓国（株式会社マークテックコリア） 

  韓国におきましては、世界的な経済危機の影響を受け自動車産業の生産が低下しております。また、為替の

変動による韓国ウォンの大幅な下落により円貨換算業績は大幅に低下いたしました。 

 この結果、売上高は101百万円、四半期純利益は12百万円となりました。 

    ④タイ（マークテックタイランド株式会社） 

 タイにおきましては、経済危機の影響を受け日系自動車産業の生産調整が進行しております。また為替の変

動によるタイバーツの下落により円貨換算業績は大幅に低下いたしました。 

      この結果、売上高は30百万円、四半期純利益は3百万円となりました。 

    ⑤連結 

  この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、グループ内取引を相殺消去し売上高は1,469百万円、経常

利益は268百万円、四半期純利益は132百万円となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第1四半期における総資産は、8,747百万円となり、前連結会計年度末比547百万円の減少となりました。その主

な要因は、税金及び賞与の支払いによる現金及び預金の減少350百万円、売上の減少による受取手形及び売掛金の減

少314百万円によるものであります。 

 なお、純資産は6,782百万円となり、前連結会計年度末比118百万円の減少となりました。その主な要因は、為替

レートの変動により為替換算調整勘定の減少86百万円によるものであり、自己資本比率は72.3％となりました。 

 （キャッシュ・フローの状況）  

当第１四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,669百万

円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュフローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果増加した資金は105百万円となりました。 

これは主に税金等調整前四半期純利益267百万円による資金の増加であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果増加した資金は81百万円となりました。 

これは主に定期預金の払戻し300百万円による資金の増加であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は151百万円となりました。 

これは主に配当金の支払151百万円による資金の減少であります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当期の見通しにつきましては、米国金融危機に端を発する世界経済の急速な落込みによる需要の急激な低下によ

り、当社の主要ユーザーである自動車産業・鉄鋼産業が急激な生産調整を進めております。このような事業環境の

影響で当社企業グループの業績は計画を下回って推移しており、悪化した経営環境の回復は当面望めない見通しで

あることから、先に発表いたしました業績予想を下方修正することといたしました。第2四半期ならびに通期の予想

については下記の通りであります。 

なお、本日別途開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり上記に加え、個別業績予想につきましても

変更をお知らせしております。 

 （第2四半期連結累計額）                                 （単位：百万円） 

 （通期）                                        （単位：百万円） 

  

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

前回発表予想（A) 4,063 680 708 336 

今回発表予想（B) 3,531 436 453 199 

増減額（B-A)  △532 △244 △255 △137 

増減率（％） △13.1 △35.9 △36.0 △40.8 

前中間期実績 3,569 633 648 314 

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

前回発表予想（A)  8,126 1,513 1,573 747 

今回発表予想（B)  6,496 823 846 335 

増減額（B-A)  △1,630 △690 △727 △412 

増減率（％）  △20.1 △45.6 △46.2 △55.2 

前期実績  7,081 1,254 1,313 560 
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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 

 該当事項はありません。 

（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」等の適用 

 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「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、製品・仕掛品については主として個別法による原価

法により、商品・原材料については移動平均法による原価法によって評価しておりましたが、当第１四半期連結

会計期間より「棚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）が適用されたこ

とに伴い、それぞれ主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によ

り算定しております。 

 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。 

  ③「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」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「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」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 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軽微であります。 

 ④「リース取引に関する会計基準」等の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴

い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっており

ます。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期

間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

  なお、リース取引開始日が、リース会計基準等適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

  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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,322,005 2,672,532

受取手形及び売掛金 ※1  1,849,567 2,164,437

有価証券 47,281 46,771

商品及び製品 489,902 437,345

仕掛品 584,654 500,239

原材料及び貯蔵品 318,558 340,708

その他 160,969 220,258

貸倒引当金 △6,993 △8,040

流動資産合計 5,765,945 6,374,253

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 876,154 900,325

土地 1,125,821 1,097,548

その他（純額） 408,726 383,350

有形固定資産合計 ※2  2,410,703 ※2  2,381,224

無形固定資産 132,953 135,109

投資その他の資産   

投資有価証券 293,974 259,620

その他 143,752 144,176

投資その他の資産合計 437,726 403,796

固定資産合計 2,981,383 2,920,130

資産合計 8,747,329 9,294,383

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※1  955,899 1,171,458

未払法人税等 74,393 273,482

賞与引当金 59,434 －

役員賞与引当金 15,285 61,020

その他 638,929 662,678

流動負債合計 1,743,940 2,168,638

固定負債   

退職給付引当金 15,930 18,001

役員退職慰労引当金 121,510 118,945

その他 83,210 87,146

固定負債合計 220,651 224,093

負債合計 1,964,592 2,392,731
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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９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,503,020 1,503,020

資本剰余金 1,742,480 1,742,480

利益剰余金 3,873,192 3,904,361

自己株式 △696,106 △696,106

株主資本合計 6,422,585 6,453,754

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △46,192 △37,853

為替換算調整勘定 △50,238 28,417

評価・換算差額等合計 △96,430 △9,435

新株予約権 19,753 14,096

少数株主持分 436,828 443,236

純資産合計 6,782,737 6,901,652

負債純資産合計 8,747,329 9,294,383
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,469,684

売上原価 789,630

売上総利益 680,054

販売費及び一般管理費 ※  409,017

営業利益 271,037

営業外収益  

受取利息 3,846

受取配当金 4,012

その他 2,212

営業外収益合計 10,071

営業外費用  

為替差損 12,493

その他 203

営業外費用合計 12,696

経常利益 268,412

特別損失  

投資有価証券評価損 1,402

特別損失合計 1,402

税金等調整前四半期純利益 267,009

法人税、住民税及び事業税 62,448

法人税等調整額 32,880

法人税等合計 95,328

少数株主利益 39,612

四半期純利益 132,068
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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10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 267,009

減価償却費 40,642

株式報酬費用 5,657

退職給付引当金の増減額（△は減少） 891

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,565

賞与引当金の増減額（△は減少） 59,434

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △45,320

受取利息及び受取配当金 △7,858

投資有価証券評価損益（△は益） 1,402

売上債権の増減額（△は増加） 251,741

たな卸資産の増減額（△は増加） △168,049

未収入金の増減額（△は増加） 4,956

前渡金の増減額（△は増加） 6,634

仕入債務の増減額（△は減少） △98,601

未払金の増減額（△は減少） 16,901

その他 7,990

小計 345,997

利息及び配当金の受取額 5,221

法人税等の支払額 △246,058

営業活動によるキャッシュ・フロー 105,160

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 300,000

投資有価証券の取得による支出 △49,755

有形固定資産の取得による支出 △159,241

無形固定資産の取得による支出 △7,281

その他 △2,210

投資活動によるキャッシュ・フロー 81,511

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △151,282

財務活動によるキャッシュ・フロー △151,282

現金及び現金同等物に係る換算差額 △85,406

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △50,017

現金及び現金同等物の期首残高 1,719,304

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,669,286
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（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 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

（注）１．事業区分の方法 

 事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品  

ｂ．所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。  

ｃ．海外売上高 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。  

 ２．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 
非破壊検査
事業 
（千円） 

マーキング
事業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 814,624 602,711 52,348 1,469,684 － 1,469,684 

(2）セグメント間の内部売上高 － － － － － － 

計 814,624 602,711 52,348 1,469,684 － 1,469,684 

  営業利益 236,545 232,570 2,143 471,258 (△200,220) 271,037 

事業区分 主要製品 

非破壊検査事業 探傷剤、探傷装置 

マーキング事業 印字装置、マーキング装置、ペイント 

その他事業 機械装置、化成品 

 
日本 

（千円） 
中国 

（千円） 
韓国 

（千円） 
タイ  

（千円）  
計（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高              

(1）外部顧客に対する

売上高 
952,723 384,740 101,804 30,416 1,469,684 － 1,469,684 

(2）セグメント間の内

部売上高 
63,362 83,823 － － 147,185 (△147,185) － 

計 1,016,085 468,563 101,804 30,416 1,616,870 (△147,185) 1,469,684 

   営業利益 311,281 140,194 12,735 7,046 471,258 (△200,220) 271,037 

  中国 韓国 タイ  その他 合計 

Ⅰ．海外売上高（千円） 400,250 101,804 32,215 46,995 581,266 

Ⅱ．連結売上高（千円） － － － － 1,469,684 

Ⅲ．連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
27.2 6.9 2.2 3.2 39.6 
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（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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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年9月期 
第1四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 1,643,015 

Ⅱ 売上原価 883,753 

売上総利益 759,262 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 418,985 

営業利益 340,276 

Ⅳ 営業外収益 18,509 

Ⅴ 営業外費用 4,429 

経常利益 354,356 

Ⅵ 特別利益 － 

Ⅶ 特別損失 24,142 

税金等調整前四半期純利益 330,213 

税金費用 128,349 

少数株主利益  37,736 

四半期純利益 164,127 
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（２）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前年同四半期（平成20年９月期第１四半期） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前年同四半期（平成20年９月期第１四半期） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

ｃ．海外売上高 

前年同四半期（平成20年９月期第１四半期） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

 ２．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 
非破壊検査
事業 
（千円） 

マーキング
事業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 984,629 613,824 44,562 1,643,015 － 1,643,015 

(2）セグメント間の内部売上高 － － － － － － 

計 984,629 613,824 44,562 1,643,015 － 1,643,015 

営業費用  680,238 410,607 45,705 1,136,551 166,187 1,302,739 

営業利益 304,391 203,216 △1,143 506,464 (△166,187) 340,276 

事業区分 主要製品 

非破壊検査事業 探傷剤、探傷装置 

マーキング事業 印字装置、マーキング装置、ペイント 

その他事業 機械装置、化成品 

 
日本 

（千円） 
中国 

（千円） 
韓国 

（千円） 
タイ  

（千円）  
計（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高              

(1）外部顧客に対する

売上高 
1,027,884 380,673 178,241 56,216 1,643,015 － 1,643,015 

(2）セグメント間の内

部売上高 
105,506 65,442 － － 170,948 (△170,948) － 

計 1,133,391 446,115 178,241 56,216 1,813,964 (△170,948) 1,643,015 

営業費用 767,125 335,367 168,464 36,542 1,307,499 (△4,760) 1,302,739 

営業利益 366,266 110,747 9,777 19,673 506,464 (△166,187) 340,276 

  中国 韓国 タイ  その他 合計 

Ⅰ．海外売上高（千円） 380,673 178,241 56,216 117,706 732,837 

Ⅱ．連結売上高（千円） － － － － 1,643,015 

Ⅲ．連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
23.2 10.8 3.4 7.2 44.6 
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