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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 5,687 △30.3 26 △93.2 61 △85.9 14 △94.2

21年3月期第1四半期 8,155 ― 395 ― 435 ― 244 ―

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 1.65 ―

21年3月期第1四半期 28.63 ―

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 17,691 7,178 39.0 812.33
21年3月期 19,759 7,132 34.7 807.35

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  6,898百万円 21年3月期  6,856百万円

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 ― 15.00 ― 10.00 25.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

3.00 ― 4.00 7.00

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

12,500 △28.2 60 △93.4 60 △93.8 0 △100.0 0.00

通期 27,100 △18.7 360 △78.6 390 △77.1 150 △81.7 17.66
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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  
詳細は、４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、４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 

 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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

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 8,640,000株 21年3月期  8,640,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  148,008株 21年3月期  148,008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 8,491,992株 21年3月期第1四半期 8,534,844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 

わが国の経済情勢は、昨秋の金融危機以降の世界的な景気後退のなかで、輸出と生産が大幅に減少しましたが、

当第１四半期になって、自動車、鉄鋼、電機などの大手各社の在庫調整が進んだことや、経済対策が打ち出され

たことにより、生産、輸出にやや持ち直しの傾向が見られます。しかしながら生産の水準は、昨年度のピーク時

に比べて７～８割の低い水準にとどまり、また需要に比べて過剰な設備を抱えた企業は、設備投資を抑制、凍結

しているため、本格的な景気回復にはほど遠い状況となっています。 

このような厳しい環境のなか、当社は顧客に対して、原価低減、省エネルギー、品質向上などの価値提案を通

じて顧客密着営業を展開し、営業目標の達成に努力してまいりました。当第１四半期における当社の主要取引業

界ごとの概況は以下のとおりです。 

 

（鉄鋼業界） 

国内高炉各社は、これまでの急激な減産を緩和しています。昨年度下期に大幅な減少をたどった粗鋼生産は、

当第１四半期になって増加へと向かいましたが、その水準は昨年度のピーク時の約６割にとどまっています。 

当社におきましては、原料設備用の給脂装置や厚板圧延用ロールなど一部商品の販売が増加となりましたが、

各製鉄所で減産体制がとられるなかで、設備更新用機器、設備補修用部品の各種商品の販売が全般的に減少とな

り、鉄鋼業界向け全体としては、前年同期比で売上高が4.1％の減少（粗利益は15.2％の減少）となりました。 

 

（電子・半導体業界） 

同業界では、当第１四半期に入り、一時の最悪期を脱して半導体・液晶の生産が上向き、半導体設備需要も回

復の兆しを見せています。 

当社におきましては、自社製の半導体フラックス洗浄装置や半導体バリ取り洗浄機の販売が増加となりました

が、各種消耗部材商品の販売が全般的に減少となり、電子・半導体業界向け全体としては、対前年同期比で売上

高が21.8％の減少（粗利益は27.2％の減少）となりました。 

 

（自動車業界） 

同業界では、当第１四半期の自動車生産台数が昨年度のピーク時の約６割、輸出台数が同じく約４割の水準に

落ち込んでいます。また工作機械業界では、昨年度のピーク時の約２割の水準で低迷しています。 

当社におきましては、自社製のＮＣ高圧洗浄機および他社製自動車部品洗浄機、工作機械用ロータリージョイ

ント、クーラント装置用のポンプの販売が大幅に減少となったほか、それ以外の商品の販売も全面的に減少とな

り、対前年同期比で売上高が73.3％の減少（粗利益は65.8％の減少）となりました。 

 

（ゴム・タイヤ業界） 

同業界でも、自動車生産台数の減少によりタイヤ需要が低迷し、タイヤメーカーは設備投資を縮小、延期して

います。 

当社におきましては、タイヤ加硫機・成形機用部品の売上高は前年同期並みとなったものの、タイヤ加硫機用

バルブの販売が減少となり、対前年同期比で17.5％の減少（粗利益は23.5％の減少）となりました。 

 

以上の結果、当第１四半期の連結業績は、売上高5,687百万円（対前年同期比30.3％減）、営業利益26百万円（対

前年同期比93.2％減）、経常利益61百万円（対前年同期比85.9％減）、四半期純利益14百万円（対前年同期比94.2％

減）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13.8％減少し、13,429百万円となりました。これは現金及び預金が221

百万円増加し、一方で受取手形及び売掛金が1,912百万円、たな卸資産が202百万円それぞれ減少したことなどに

よります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.8％増加し、4,262百万円となりました。内訳は有形固定資産が1,868

百万円、無形固定資産が89百万円、投資その他の資産が2,304百万円であります。 

固定資産の増加の主な要因は、有価証券評価額が前連結会計年度末に比べて若干持ち直したことなどにより、

投資有価証券が199百万円増加したことなどによります。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて10.5％減少し、17,691百万円となりました。 
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（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて18.2％減少し、9,387百万円となりました。これは支払手形及び買掛

金が1,428百万円、短期借入金が180百万円、未払法人税等が182百万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2.0％減少し、1,125百万円となりました。これは、長期借入金が36百

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16.7％減少し、10,512百万円となりました。 

 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.6％増加し、7,178百万円となりました。これは繰越利益剰余金の

減少に伴い株主資本が70百万円減少し、一方でその他有価証券評価差額金が101百万円増加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 

第２四半期連結累計期間および通期の連結業績につきましては、平成21年５月15日に公表いたしました業績予

想に変更はありません。業績予想の修正が必要となった場合は、速やかに公表いたします。 

 

 

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。 

 

(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 

  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。 

 

(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 

表示方法の変更 

前第１四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「不動産賃貸料」は、営業外収益

総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記しております。なお、前第１四半期連

結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「不動産賃貸料」は8,234千円であります。 
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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 2,088,410 1,866,664

受取手形及び売掛金 9,458,393 11,371,209

商品及び製品 674,776 781,812

仕掛品 89,907 182,339

原材料及び貯蔵品 44,084 46,673

その他 1,081,653 1,333,301

貸倒引当金 △8,175 △9,606

流動資産合計 13,429,050 15,572,394

固定資産   

有形固定資産 1,868,605 1,877,417

無形固定資産 89,040 91,930

投資その他の資産   

投資有価証券 1,611,973 1,412,735

その他 716,500 828,491

貸倒引当金 △23,748 △23,364

投資その他の資産合計 2,304,725 2,217,861

固定資産合計 4,262,371 4,187,209

資産合計 17,691,422 19,759,604

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,923,400 8,352,237

短期借入金 1,846,000 2,026,000

1年内返済予定の長期借入金 161,040 184,640

未払法人税等 43,364 226,237

役員賞与引当金 3,140 －

賞与引当金 90,061 －

その他 320,424 689,450

流動負債合計 9,387,431 11,478,565

固定負債   

長期借入金 194,830 231,340

退職給付引当金 541,738 530,507

役員退職慰労引当金 299,999 296,794

負ののれん 649 866

その他 88,083 88,972

固定負債合計 1,125,300 1,148,480

負債合計 10,512,731 12,627,046
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（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 827,900 827,900

資本剰余金 683,986 683,986

利益剰余金 5,417,672 5,488,657

自己株式 △78,723 △78,723

株主資本合計 6,850,834 6,921,819

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 106,659 5,608

為替換算調整勘定 △59,229 △71,413

評価・換算差額等合計 47,429 △65,804

少数株主持分 280,426 276,543

純資産合計 7,178,690 7,132,558

負債純資産合計 17,691,422 19,759,604

リックス株式会社（7525）　平成22年３月期　第１四半期決算短信

- 6 -



(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 8,155,954 5,687,532

売上原価 6,657,108 4,763,502

売上総利益 1,498,845 924,029

販売費及び一般管理費 1,103,323 897,079

営業利益 395,521 26,949

営業外収益   

受取利息 1,005 786

受取配当金 10,642 7,782

負ののれん償却額 259 216

持分法による投資利益 16,914 13,575

不動産賃貸料 － 8,208

その他 23,096 8,245

営業外収益合計 51,918 38,815

営業外費用   

支払利息 6,152 3,914

為替差損 2,745 －

その他 3,047 364

営業外費用合計 11,946 4,279

経常利益 435,493 61,486

特別利益   

固定資産売却益 － 3,222

投資有価証券売却益 － 1,300

貸倒引当金戻入額 342 1,047

特別利益合計 342 5,570

特別損失   

減損損失 － 449

会員権評価損 － 13,710

特別損失合計 － 14,159

税金等調整前四半期純利益 435,836 52,896

法人税等 177,190 39,265

少数株主利益 14,312 △418

四半期純利益 244,333 14,049
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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 435,836 52,896

減価償却費 56,270 53,853

負ののれん償却額 △259 △216

賞与引当金の増減額（△は減少） 218,835 89,877

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 14,315 3,140

未払役員賞与の増減額（△は減少） △62,373 △55,552

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,862 11,231

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,557 3,204

貸倒引当金の増減額（△は減少） △342 △1,047

受取利息及び受取配当金 △11,647 △8,569

支払利息 6,152 3,914

為替差損益（△は益） － 183

減損損失 － 449

有形固定資産売却損益（△は益） － △3,222

投資有価証券売却損益（△は益） － △1,300

会員権評価損 － 13,710

持分法による投資損益（△は益） △16,914 △13,575

売上債権の増減額（△は増加） 710,784 1,913,678

たな卸資産の増減額（△は増加） △113,723 203,956

その他の資産の増減額（△は増加） △40,186 22,801

仕入債務の増減額（△は減少） △309,759 △1,362,518

未払消費税等の増減額（△は減少） △23,916 △13,296

その他の負債の増減額（△は減少） △325,884 △294,260

小計 543,607 619,340

利息及び配当金の受取額 12,244 9,144

利息の支払額 △6,135 △3,914

法人税等の支払額 △570,850 △222,347

営業活動によるキャッシュ・フロー △21,133 402,221

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 △783,088 △537,724

信託受益権の償還による収入 767,492 730,170

有形固定資産の取得による支出 △30,543 △60,988

有形固定資産の売却による収入 － 21,000

投資有価証券の取得による支出 △977 △746

投資有価証券の売却による収入 － 4,011

子会社株式の取得による支出 △100,000 －

貸付けによる支出 △35,218 △15,954

貸付金の回収による収入 34,575 31,069

その他の支出 △17,180 △27,152

その他の収入 10,326 347

投資活動によるキャッシュ・フロー △154,612 144,033
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（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) 

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 13,011,400 10,727,000

短期借入金の返済による支出 △13,603,200 △10,907,000

長期借入金の返済による支出 △67,412 △60,110

リース債務の返済による支出 － △1,039

自己株式の取得による支出 △13,242 －

配当金の支払額 △265,642 △79,510

少数株主への配当金の支払額 △6,800 △6,800

財務活動によるキャッシュ・フロー △944,897 △327,459

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,992 2,951

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,129,635 221,745

現金及び現金同等物の期首残高 3,498,260 1,866,664

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 2,415,472 2,088,410
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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 

【事業の種類別セグメント情報】 

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） 
（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 4,895,038 996,296 232,419 1,912,653 119,546 8,155,954 ― 8,155,954

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 

11,892 ― ― ― ― 11,892 (11,892) ―

計 4,906,931 996,296 232,419 1,912,653 119,546 8,167,846 (11,892) 8,155,954

営業利益又は営業損失(△) 297,032 191,756 △634 126,424 16,030 630,608 (235,086) 395,521

（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 

 

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） 

（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 3,667,128 449,117 105,119 1,376,750 89,416 5,687,532 ― 5,687,532

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 

3,430 ― ― ― ― 3,430 (3,430) ―

計 3,670,558 449,117 105,119 1,376,750 89,416 5,690,962 (3,430) 5,687,532

営業利益又は営業損失(△) 153,460 12,352 531 41,379 13,296 221,020 (194,070) 26,949

（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、インバーター等 

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 
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【所在地別セグメント情報】 

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】 

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） 

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。 

 

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） 

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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