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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 4,599 △24.7 △92 ― △89 ― △58 ―
21年3月期第1四半期 6,110 ― 92 ― 97 ― △46 ―

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

22年3月期第1四半期 △9.25 ―
21年3月期第1四半期 △7.16 ―

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

22年3月期第1四半期 14,998 6,130 40.9 967.16
21年3月期 18,185 6,220 34.2 981.21

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  6,130百万円 21年3月期  6,220百万円

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

21年3月期 ― 6.00 ― 8.00 14.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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   

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

12,300 △13.2 46 △85.3 55 △82.8 1 △96.1 0.22

通期 26,000 △9.5 253 △53.2 272 △50.1 100 △22.1 15.46
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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） 

(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 
 本資料で記載されている業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的リスクや不確実性が含まれており
ます。その為、様々な要因の変化により、実際の業績はこれと大きく異なる可能性があることをご承知おきください。 
 
 当第１四半期連結会計期間より、端数処理の方法を四捨五入から切捨てに変更しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 6,470,000株 21年3月期  6,470,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  131,811株 21年3月期  131,111株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 6,338,312株 21年3月期第1四半期 6,465,773株

-2-



当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出の持ち直しや在庫調整の進展による生産の回復
により、一部で景気底打ちへ期待感が高まるものの、企業の設備投資マインドは依然として大きく冷え込
んだ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、当社の強みである全国36ヶ所のセールスネッ
トワークを活用した情報の共有化と水平展開による効率・効果的な営業を実施してまいりました。既存事
業領域である石油化学、鉄鋼、電力業界等においては、安定運転維持に必要な設備更新需要の掘り起しや
「環境・安心・安全」をキーワードとした省力化・合理化への提案営業を推進するとともに、注力分野で
ある自動車産業市場、中国市場へも積極的な展開を図ってまいりました。  
 しかしながら、昨年秋以降の世界的な景気後退の影響により、当社事業領域における企業の設備投資需
要は著しく減速し、売上高は45億99百万円（前年同期比24.7％減）となり、売上総利益は７億53百万円
（前年同期比24.5％減）となりました。  
 利益面につきましては、全社的な経費節減運動により販売費及び一般管理費の節減に努めたものの、売
上の減少に伴い営業損失は92百万円（前年同期は営業利益92百万円）、経常損失は89百万円（前年同期は
経常利益97百万円）、四半期純損失は58百万円（前年同期は四半期純損失46百万円）となりました。 
  

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ31億86百万円減少し149億98
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30億21百万円減少したことが
主な要因であります。 
 一方負債の部では主に支払手形及び買掛金が前連結会計年度末に比べ23億15百万円減少したことにより
負債合計は前連結会計年度末に比べ30億96百万円減少し88億68百万円となりました。 
 純資産は剰余金の配当による減少が50百万円あること、第１四半期純損失が58百万円であること等によ
り前連結会計年度末に比べ89百万円減少し61億30百万円となりました。 
 その結果、自己資本比率は40.9%、１株当たり純資産は967.16円となりました。 
  
 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２億73百万円となり、前年同期96百万円の減少に比べ３億69百万円増
加いたしました。これは主に、売上債権の減少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、減少した資金は38百万円となり、前年同期73百万円の減少に比べ支出が35百万円減少
いたしました。これは主に、有形固定資産の取得による支出の減少によるものであります。  
 これにより、営業活動によるキャッシュ・フローと、投資活動によるキャッシュ・フローをあわせたフ
リー・キャッシュ・フローは、２億35百万円のプラスとなりました。 
 財務活動によるキャッシュ・フロー  
 財務活動の結果、減少した資金は５億54百万円となり、前年同期２億57百万円の減少に比べ２億97百万
円減少いたしました。これは主に、短期借入金の減少によるものであります。  
 以上の結果、第１四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３億
15百万円減少し、17億33百万円となりました。 
  

  

今後の見通しにつきましては、一部では輸出の持ち直しや在庫調整の進展による生産の回復が見られる
ものの、本格的な景気回復には、なお時間が掛かるものと予想され、当社事業領域における設備投資につ
いては、依然として慎重な姿勢をとる企業が多く、引続き、厳しい状況で推移するものと想定しておりま
す。このような状況のもと、当社は、当社の強みである全国36ヶ所のセールスネットワークを活かした効
率営業により、注力商材である環境関連機器等の拡販やエンジニアリング機能の一層の強化による高付加
価値営業を推進するとともに、操業維持に必要な設備更新需要に注力し、経営計画の実現に邁進してまい
ります。  
 なお、第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、現時点では平成21年５月13日に発表い
たしました業績予想通りであります。 
  

  

【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。 
  

 固定資産の減価償却の算定方法 
 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の額を期間按分して算定する方
法によっております。 

  

該当事項はありません。 
  

  

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

-4-

英和㈱ (9857)　平成22年３月期　第１四半期決算短信



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６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,733,017 2,048,768

受取手形及び売掛金 9,517,062 12,538,564

商品及び製品 565,919 416,158

原材料 44,440 57,137

仕掛品 19,969 29,384

その他 252,873 286,183

貸倒引当金 △7,580 △9,985

流動資産合計 12,125,704 15,366,208

固定資産   

有形固定資産 1,586,301 1,600,620

無形固定資産 90,666 60,791

投資その他の資産   

その他 1,282,327 1,227,729

貸倒引当金 △86,924 △70,575

投資その他の資産合計 1,195,403 1,157,154

固定資産合計 2,872,371 2,818,565

資産合計 14,998,075 18,184,773

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,541,775 9,857,084

短期借入金 634,563 1,135,363

1年内返済予定の長期借入金 100,000 －

未払法人税等 14,207 113,313

引当金 48,709 331,868

その他 322,353 240,689

流動負債合計 8,661,608 11,678,317

固定負債   

長期借入金 － 100,000

引当金 204,788 184,896

その他 1,653 1,803

固定負債合計 206,441 286,699

負債合計 8,868,050 11,965,016

-5-

英和㈱ (9857)　平成22年３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６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21年３月31日) 

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 3,076,065 3,185,377

自己株式 △47,647 △47,485

株主資本合計 6,129,368 6,238,842

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,941 △13,443

為替換算調整勘定 △3,284 △5,642

評価・換算差額等合計 656 △19,085

純資産合計 6,130,024 6,219,757

負債純資産合計 14,998,075 18,184,773
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 6,109,708 4,599,321

売上原価 5,110,750 3,845,429

売上総利益 998,958 753,891

販売費及び一般管理費   

役員報酬及び給料手当 416,461 387,820

賞与引当金繰入額 48,700 40,917

役員賞与引当金繰入額 6,000 3,000

退職給付費用 22,106 27,024

役員退職慰労引当金繰入額 3,919 4,202

貸倒引当金繰入額 120 16,350

その他 410,073 367,513

販売費及び一般管理費合計 907,380 846,827

営業利益又は営業損失（△） 91,578 △92,935

営業外収益   

受取利息 1,037 388

受取配当金 4,729 3,193

仕入割引 4,582 3,302

その他 4,674 5,103

営業外収益合計 15,022 11,987

営業外費用   

支払利息 3,896 3,736

支払保証料 2,601 3,630

為替差損 2,147 767

その他 1,441 898

営業外費用合計 10,086 9,033

経常利益又は経常損失（△） 96,513 △89,981

特別利益   

貸倒引当金戻入額 140 2,405

過年度損益修正益 － 21,987

特別利益合計 140 24,392

特別損失   

有形固定資産除却損 23 －

退職給付費用 78,178 －

その他 2,087 －

特別損失合計 80,288 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

16,365 △65,588

法人税、住民税及び事業税 11,215 12,061

法人税等調整額 51,462 △19,050

法人税等合計 62,677 △6,988

四半期純損失（△） △46,312 △58,600
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

16,365 △65,588

減価償却費 21,828 21,016

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 13,944

退職給付引当金の増減額（△は減少） 70,131 18,102

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,770 1,790

受取利息及び受取配当金 △5,766 △3,581

支払利息 3,896 3,736

為替差損益（△は益） 2,147 999

有形固定資産除却損 23 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,298,288 3,023,299

たな卸資産の増減額（△は増加） △420,467 △126,985

その他の流動資産の増減額（△は増加） △72,419 49,495

仕入債務の増減額（△は減少） △735,163 △2,316,571

その他の流動負債の増減額（△は減少） △28,838 △189,834

その他 △55,831 △39,868

小計 97,964 389,953

利息及び配当金の受取額 5,405 3,220

利息の支払額 △3,849 △3,941

法人税等の支払額 △195,039 △115,318

営業活動によるキャッシュ・フロー △95,520 273,913

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 △73,409 △3,316

無形固定資産の取得による支出 － △35,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △73,409 △38,316

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △300,000 －

短期借入金の純増減額（△は減少） － △503,611

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 △250 △162

配当金の支払額 △51,950 △50,858

財務活動によるキャッシュ・フロー △257,200 △554,632

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,987 3,284

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △435,115 △315,750

現金及び現金同等物の期首残高 1,569,357 2,048,768

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,134,241 1,733,017

-8-

英和㈱ (9857)　平成22年３月期　第１四半期決算短信



当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

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。  

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

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。  

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

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。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

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。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

前第１四半期連結累計期間における海外売上高は、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。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間における海外売上高は、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。 

  

【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(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】
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当第１四半期連結会計(累計)期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

  

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

  

３ 新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 

  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 

 該当事項はありません。 

    

５ 株主資本の著しい変動に関する事項 

    該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 
  

  

(株主資本等関係)

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 6,470,000

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 131,811

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 50,711 8.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日

6. その他の情報
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