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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3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12月期第1四半期 1,990 ― 152 ― 146 ― 30 ―

20年12月期第1四半期 1,666 △12.1 173 △48.8 168 △49.6 104 ―

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12月期第1四半期 4.84 ―

20年12月期第1四半期 16.77 ―

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12月期第1四半期 6,746 3,018 44.8 482.49
20年12月期 6,285 3,055 48.6 488.36

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  3,018百万円 20年12月期  3,055百万円

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12月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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  無  
平成21年７月１日以降は、非連結決算会社となる予定のため、通期につきましては参考数値になります。 

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

3,723 11.6 127 △17.2 113 △22.1 11 △85.6 1.76

通期 7,400 4.9 380 19.5 350 18.2 146 23.8 23.41
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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）  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） 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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。 

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12月期第1四半期 6,257,900株 20年12月期  6,257,900株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  800株 20年12月期  800株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 6,257,100株 20年12月期第1四半期 6,257,100株
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当第１四半期連結会計期間における我が国の経済は、世界的な景気後退の影響を受け、輸出産業を筆頭に急激な

業績悪化に見舞われました。また、景況感悪化に伴い、個人消費も低調でありました。  

医療業界におきましては、病院の一般病床と療養病床への機能分化、特定機能病院への疾病毎の包括払い制度導

入が一部民間病院へも拡大されるなど、継続して医療制度改革が進められております。また、医療の24時間化など

の医療サービス面と医療過誤、医療ミスといった医療に対する信頼面への社会的な関心が高まっており、医療施設

は、従来にも増して、品質管理・コスト管理・リスク管理・知識管理が求められております。  

このような状況の下におきまして、当社グループは、病院の検査室を中心にリエンジニアリングを積極的にサポ

ートしてまいりました。 

その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、臨床検査試薬及び臨床検査機器システムの販売が順調に推移

し、1,990,104千円となりました。一方、利益面におきましては、臨床検査情報システムの採算性の低下等により

売上原価率が上昇し、また、社内システム改善に伴う費用等のため販売費及び一般管理費が増加したことにより、

営業利益は152,450千円、経常利益は146,448千円となりました。四半期純利益は製品保証引当金繰入額を特別損失

として計上したことにより、30,276千円となりました。 

  

(1)資産、負債及び純資産の状況  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比べ460,112千円増加し、6,746,019千円と

なりました。流動資産は、同486,535千円の増加、固定資産は同26,423千円の減少となりました。流動資産の増加

の主な要因は、受取手形及び売掛金が378,326千円、仕掛品が182,933千円増加したことによるものです。固定資産

の減少の主な要因は、建物及び構築物が11,463千円減少したことによるものです。 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比べ496,860千円増加し、3,727,042千円と

なりました。流動負債は、同515,806千円の増加、固定負債は同18,945千円の減少となりました。流動負債の増加

の主な要因は、支払手形及び買掛金が283,362千円、短期借入金が190,000千円増加したことによるものです。固定

負債の減少の主な要因は、長期借入金が20,000千円減少したことによるものです。 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比べ36,748千円減少し、3,018,976千円と

なりました。純資産減少の要因は、利益剰余金が32,294千円、その他有価証券評価差額金が4,454千円減少したこ

とによるものです。 

(2)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現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

26,524千円減少し、当第１四半期連結会計期間末には786,352千円となりました。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） 

営業活動の結果使用した資金は、39,074千円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益を55,881千円

計上し、仕入債務が283,362千円増加した一方、売上債権が378,325千円増加したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、94,879千円となりました。これは主に前連結会計年度における大型投資の支払

により資金が減少したためであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果取得した資金は、107,429千円となりました。これは配当金を62,571千円支払った一方、長短借

入金が170,000千円増加したためであります。 

  

 当第１四半期の業績及び事業環境等を踏まえ、第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想を修正しておりま

す。詳細は、平成21年５月７日付「特別損失の発生および業績予想修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

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簡便な会計処理  

 該当事項はありません。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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計算しております。ただ

し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合については、法定実効

税率を使用して計算した金額を計上しております。 

 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。 

  

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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更（たな卸資産） 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりまし

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、主として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。 

なお、この変更に伴う営業利益、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。 

③リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、通常の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早期に適用し、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。 

ただし、この変更に伴う営業利益、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。 

なお、リース取引開始日が適用初年度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。 

④重要な引当金の計上基準の変更（製品保証引当金） 

臨床検査情報システム及び検体検査自動化システムにおける両製品の無償保証期間中に発生する対応費用（無

償保証対応費用）については、従来、修理作業等の発生時に計上しておりましたが、当第１四半期会計期間よ

り、過去の実績率（売上高に対する費用の支出割合）に基づき、費用見込額を製品保証引当金として計上する方

法に変更しております。 

この変更は、案件毎の無償保証対応費用の実績額の蓄積により過去の実績率を合理的に算定することが可能に

なったこと、及び無償保証対応費用を製品販売時の期間費用として適正に把握するとともに財政状態の健全化を

図るために実施したものであります。 

なおこの変更により、過年度に対応する発生金額90,567千円を特別損失として計上したことに伴い、営業利益

及び経常利益が9,876千円増加し、税金等調整前四半期純利益は80,691千円減少しております。 

⑤有形固定資産の耐用年数の変更  

法人税法改正を契機として経済的耐用年数を見直した結果、当第１四半期連結会計期間より機械装置の一部に

ついて、実態に即した耐用年数に変更しております。 

なお、この変更に伴う営業利益、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．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１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 832,352 858,877

受取手形及び売掛金 2,828,260 2,449,934

商品 78,427 79,141

製品 218,505 258,224

原材料 298,039 271,852

仕掛品 346,554 163,621

その他 200,818 232,460

貸倒引当金 △2,619 △307

流動資産合計 4,800,338 4,313,803

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 674,154 685,617

土地 356,158 356,158

その他（純額） 314,180 322,249

有形固定資産合計 1,344,493 1,364,025

無形固定資産 42,074 44,019

投資その他の資産   

投資不動産（純額） 288,513 289,745

その他 277,502 274,537

貸倒引当金 △6,903 △224

投資その他の資産合計 559,112 564,057

固定資産合計 1,945,680 1,972,103

資産合計 6,746,019 6,285,907

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,050,945 767,583

短期借入金 1,600,000 1,410,000

未払法人税等 28,507 57,723

製品保証引当金 80,691 －

賞与引当金 7,552 3,811

その他 393,310 406,082

流動負債合計 3,161,006 2,645,200

固定負債   

長期借入金 450,000 470,000

その他 116,036 114,981

固定負債合計 566,036 584,981

負債合計 3,727,042 3,230,182

- 5 -

㈱エイアンドティー（6722） 平成21年12月期 第１四半期決算短信



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 577,610 577,610

資本剰余金 554,549 554,549

利益剰余金 1,907,296 1,939,591

自己株式 △405 △405

株主資本合計 3,039,050 3,071,345

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △20,074 △15,620

評価・換算差額等合計 △20,074 △15,620

純資産合計 3,018,976 3,055,725

負債純資産合計 6,746,019 6,285,907
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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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,990,104

売上原価 1,027,164

売上総利益 962,940

販売費及び一般管理費 810,489

営業利益 152,450

営業外収益  

受取利息 203

投資不動産賃貸料 2,998

その他 1,355

営業外収益合計 4,557

営業外費用  

支払利息 6,559

その他 4,000

営業外費用合計 10,560

経常利益 146,448

特別損失  

製品保証引当金繰入額 90,567

特別損失合計 90,567

税金等調整前四半期純利益 55,881

法人税等 25,604

四半期純利益 30,276
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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21年１月１日 
 至 平成21年３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 55,881

減価償却費 45,927

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,990

製品保証引当金の増減額（△は減少） 80,691

受取利息及び受取配当金 △203

支払利息 6,559

有形及び無形固定資産除却損 745

売上債権の増減額（△は増加） △378,325

たな卸資産の増減額（△は増加） △193,228

仕入債務の増減額（△は減少） 283,362

その他 106,717

小計 17,117

利息及び配当金の受取額 203

利息の支払額 △4,177

法人税等の支払額 △52,217

営業活動によるキャッシュ・フロー △39,074

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 △94,287

無形固定資産の取得による支出 △407

その他 △184

投資活動によるキャッシュ・フロー △94,879

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 1,200,000

短期借入金の返済による支出 △1,000,000

長期借入金の返済による支出 △30,000

配当金の支払額 △62,571

財務活動によるキャッシュ・フロー 107,429

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △26,524

現金及び現金同等物の期首残高 812,877

現金及び現金同等物の四半期末残高 786,352
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日） 

当社及び連結子会社は、主として臨床検査に関する製品及び関連するサービスを顧客に提供する単一の事業で

あるため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 

第１四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  1,666,921

Ⅱ 売上原価  705,305

売上総利益  961,615

Ⅲ 販売費及び一般管理費  788,531

営業利益  173,084

Ⅳ 営業外収益  4,301

 受取利息  411

 その他  3,890

Ⅴ 営業外費用  9,029

 支払利息  4,942

 その他  4,086

経常利益  168,356

税金等調整前四半期純利益  168,356

税金費用  63,416

四半期純利益  104,939
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