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1.  平成21年12月期第2四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2四半期 3,091 ― △45 ― 10 ― △6 ―

20年12月期第2四半期 4,734 △9.2 321 △20.8 397 △19.3 231 △32.7

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2四半期 △0.72 ―

20年12月期第2四半期 25.74 ―

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2四半期 11,617 8,739 75.2 973.56
20年12月期 13,509 8,923 66.1 994.14

（参考） 自己資本  21年12月期第2四半期  8,739百万円 20年12月期  8,923百万円

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 ― 20.00 20.00
21年12月期 ― 0.00

21年12月期 
（予想）

― ― ―

3.  平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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

通期 6,000 △32.9 △106 △126.8 △50 △110.4 △75 △129.2 △8.36
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期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、その他をご覧下さい。 

(2) 四半期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、その他をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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2四半期 8,980,500株 20年12月期 8,980,500株

② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期 3,998株 20年12月期 3,998株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第2四半期 8,976,488株 20年12月期第2四半期 8,976,488株

※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、 業況の
変化等により、上記予想値と異なる場合があります。 
 またこの度、第２四半期及び通期予想について修正しております。詳細は３ページ｛定性的情報・財務諸表等｝３、業績予想に関する定性的情報等及び
「平成21年12月期業績予想の修正に関するお知らせ」を平成21年８月４日に公表しておりますのでご参照下さい。 
２, 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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 当第２四半期累計期間における我国経済は、底は脱したものの、依然として景気の低迷が続いております。 

 この様な経済状況のもと当社の事業環境は、新型インフルエンザの世界的流行により、病院、医療における感染症

対策施設などへの設備投資が増加し、本分野の売上高も堅調に推移いたしました。しかしながら、半導体、液晶及び

電子部品分野向けの売上高が大幅に減少し、極めて厳しい状況となりました。 

この様な状況下、当社は病院・医療、製薬、食品工業などのバイオロジカル分野への営業強化、新製品開発によ

る製品の差別化による売上高向上に努めてまいりました。しかしながら、電子工業分野の売上高減少を補填すること

ができず、売上高は前年同四半期比減少しました。 

製品別では、「サーマルクリーンチャンバー（超高精度温湿度調機能付クリーンブース）」「ＳＳ－ＭＡＣ（多

目的に利用されるクリーンユニット）」が減少し、「クリーンルーム」「クリーンパーティション」「バイオハザー

ドキャビネット」「無菌アイソレーター」「エアーカーテン」の販売が増加しました。 

 収益面におきましては、役員報酬をはじめとする人件費の圧縮、原材料費のコスト低減及び基幹部品内製化による

原価低減に注力してまいりました。 

 以上の結果、当第２四半期会計期間の業績は、売上高は９億95百万円、営業損失は１億25百万円、経常損失は70百

万円、四半期純損失は52百万円となり、当第２四半期累計期間の業績は、売上高は30億91百万円、営業損失は45百万

円、経常利益は10百万円、四半期純損失は６百万円となりました。 

 売上高経常利益率の低い要因は、売上高減少によるものです。今後、きめ細かな営業活動、新製品の開発による他

社との差別化、及び基幹部品の内製化による競争力向上をはかり、利益率の向上に繋げていく所存です。  

  

(1)資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当第２四半期会計期間末の資産は、前事業年度末に比べ18億92百万円減少し116億17百万円となりました。 

  流動資産は、87億38百万円と前事業年度末に比べ18億30百万円の減少となりました。これは、売上高減少による売

上債権（売掛金及び受取手形）の減少、生産高減少による棚卸資産の減少によるものであります。 

 固定資産は、28億78百万円と前事業年度末に比べ62百万円の減少となりました。これは、有形固定資産の減価償却

費33百万円計上した事によるものです。 

（負債） 

 当第２四半期会計期間末の負債は、前事業年度末に比べ17億8百万円減少し28億77百万円となりました。 

 流動負債は、生産高の減少により支払手形及び買掛金の減少した事により、前事業年度末に比べ16億14百万円減少

し21億65百万円となりました。 

  固定負債は、役員退任による役員退職金引当金１億円の取り崩しにより、前事業年度末に比べ93百万円減少し７億

12百万円となりました。 

（純資産） 

 当第２四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べ１億84百万円減少し87億39百万円となりました。これは

主に、前事業年度決算配当支出による利益剰余金の減少１億79百万円によるものです。 

  

(2)キャッシュ・フローの状況 

  当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ26百万円

増加し、50億14百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況はつぎのとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第２四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、２億30百万円となりました。これは主に、仕入債

務の減少13億41百万円、役員退職金引当金の減少１億円などの資金の減少の一方、売上債権の減少13億45百万円、棚

卸資産の減少５億23百万円などの資金の増加によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第２四半期累計期間において投資活動の結果得られた資金は、１百万円となりました。これは主に、有形固定資

産の売却による収入であります。 

  

 平成21年12月期の業績予想については、平成21年８月４日付「業績予想の修正に関するお知らせ」を発表いたしま

したとおりとなります。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報
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（業績予想修正の理由） 

 当期における我国経済は、底は脱したものの、依然として景気の低迷が続いております。 

 当社の事業環境は、新型インフルエンザの世界的流行により、病院、医療における感染対策施設などへの設備投資

が増加し、本分野の売上高も堅調に推移いたしましたが、半導体、液晶、電子部品分野向けの売上高及び受注が大幅

に減少し、極めて厳しい状況となっております。 

 このような状況下、当社は病院・医療、製薬、食品工業などのバイオロジカル分野への営業強化を図り、きめ細か

な営業活動及び新製品開発による製品の差別化により利益率向上に努めてまいりました。しかしながら、電子工業分

野の売上高減少を補填することができず、全体の売上高及び利益において公表値を下回る見込みとなりました。 

 収益面におきましては、役員報酬をはじめとする人件費の圧縮、原材料費の低減及び内製化による基幹部品の原価

低減に注力してまいりましたが、売上高の減少、販売価格の下落などの影響は多大であり、公表値を大幅に下回る見

込みとなりましたことから業績予想を修正するものであります。 

  

   

①棚卸資産の評価方法 

  当第２四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸高を基礎として算定する方法によっており

ます。 

  また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

  固定資産の事業年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按

分する方法によっております。 

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法

によっております。 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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場合には、前事業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、前事業年度末以降に経営環境等、または、一時差異等の発生状

況に著しい変化が認められる場合には、前事業年度において使用した将来の業績予想やタックス・プランニ

ングに著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

  

①四半期財務諸表に関する会計基準 

  当事業年度より「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、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期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 

  「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）を第１四半期会計期間から適用し、評価基

準については、主として月次総平均による原価法（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。 

  この変更に伴う、当第２四半期累計期間の損益に与える影響はありません。 

③リース取引に関する会計基準等の適用 

  「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準の適用指針第16号）を第１四半期会計期間から早期に適用し、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から通常の売買取引に係る方法

に準じた会計処理によっております。 

   また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数として、残存価額を零として算定する方法

によっております。 

  なお、リース取引開始日が、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、期

首に前事業年度末における未経過リース残高を取得価額として取得したものとしてリース資産に計上する方

法によっております。 

  この変更に伴う損益への影響はありません。  

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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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 （追加情報） 

 有形固定資産の耐用年数の方法 

  当社の機械装置の耐用年数については、従来、耐用年数を７～13年としておりましたが、第１四半期会計期

間より、法人税法の改正を契機として見直しを行い、12～13年と変更しております。 

  なお、この変更に伴う当第２四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,526,978 5,500,681

受取手形及び売掛金 2,448,889 3,794,327

有価証券 95,077 94,604

商品及び製品 284,532 493,089

仕掛品 157,113 370,906

原材料及び貯蔵品 158,602 259,887

その他 69,624 57,789

貸倒引当金 △2,272 △2,657

流動資産合計 8,738,546 10,568,628

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,691,534 1,691,534

その他 837,882 872,427

有形固定資産合計 2,529,416 2,563,961

無形固定資産 4,303 5,117

投資その他の資産   

その他 375,751 398,696

貸倒引当金 △30,757 △26,664

投資その他の資産合計 344,993 372,031

固定資産合計 2,878,713 2,941,111

資産合計 11,617,260 13,509,739

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,310,351 2,652,346

短期借入金 370,000 370,000

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 42,984 42,984

未払法人税等 12,447 74,076

賞与引当金 29,544 52,979

受注損失引当金 593 1,983

その他 299,324 485,645

流動負債合計 2,165,246 3,780,015

固定負債   

社債 100,000 100,000

長期借入金 128,792 153,866

退職給付引当金 463,474 431,959

役員退職金引当金 － 100,000

長期預り保証金 20,000 20,000
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

固定負債合計 712,266 805,825

負債合計 2,877,512 4,585,841

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,481,191 1,481,191

資本剰余金 1,488,611 1,488,611

利益剰余金 5,772,151 5,958,160

自己株式 △3,138 △3,138

株主資本合計 8,738,814 8,924,823

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 397 △925

評価・換算差額等合計 397 △925

新株予約権 535 －

純資産合計 8,739,747 8,923,898

負債純資産合計 11,617,260 13,509,739
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,091,422

売上原価 2,596,653

売上総利益 494,768

販売費及び一般管理費  

運賃及び荷造費 72,130

貸倒引当金繰入額 3,707

役員報酬 56,551

給料 187,114

賞与引当金繰入額 8,090

退職給付費用 12,622

その他 199,747

販売費及び一般管理費合計 539,965

営業損失（△） △45,196

営業外収益  

受取利息 4,260

受取配当金 44,857

為替差益 495

その他 14,695

営業外収益合計 64,309

営業外費用  

支払利息 5,830

社債発行費 2,509

その他 39

営業外費用合計 8,379

経常利益 10,732

税引前四半期純利益 10,732

法人税、住民税及び事業税 3,286

過年度法人税等 10,895

法人税等調整額 3,029

法人税等合計 17,211

四半期純損失（△） △6,478
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 995,933

売上原価 867,286

売上総利益 128,647

販売費及び一般管理費  

運賃及び荷造費 29,533

貸倒引当金繰入額 3,707

役員報酬 24,678

給料 92,774

賞与引当金繰入額 8,090

退職給付費用 6,305

その他 88,727

販売費及び一般管理費合計 253,817

営業損失（△） △125,170

営業外収益  

受取利息 1,049

受取配当金 44,732

その他 12,201

営業外収益合計 57,983

営業外費用  

支払利息 2,454

その他 610

営業外費用合計 3,065

経常損失（△） △70,251

税引前四半期純損失（△） △70,251

法人税、住民税及び事業税 △56,590

過年度法人税等 10,895

法人税等調整額 28,302

法人税等合計 △17,391

四半期純損失（△） △52,859
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年１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  

税引前四半期純利益 10,732

減価償却費 34,297

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,707

賞与引当金の増減額（△は減少） △23,434

退職給付引当金の増減額（△は減少） 31,515

役員退職金引当金の増減額（△は減少） △100,000

受注損失引当金の増減額（△は減少） △1,390

受取利息及び受取配当金 △49,118

支払利息 5,830

売上債権の増減額（△は増加） 1,345,437

たな卸資産の増減額（△は増加） 523,635

仕入債務の増減額（△は減少） △1,341,995

その他 △177,095

小計 262,123

利息及び配当金の受取額 48,932

利息の支払額 △6,237

法人税等の支払額 △74,390

営業活動によるキャッシュ・フロー 230,427

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △266,248

定期預金の払戻による収入 265,905

その他 2,063

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,720

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 270,000

短期借入金の返済による支出 △270,000

長期借入金の返済による支出 △25,074

社債の発行による収入 97,490

社債の償還による支出 △100,000

配当金の支払額 △178,769

財務活動によるキャッシュ・フロー △206,352

現金及び現金同等物に係る換算差額 633

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 26,427

現金及び現金同等物の期首残高 4,988,363

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,014,791
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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 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）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 

（１）中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（百万円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        4,734,146  100.0

Ⅱ 売上原価        3,733,047  78.9

   受注損失引当金戻入額        3,612  0.1

  受注損失引当金繰入額        1,332  0.0

売上総利益        1,003,379  21.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費        682,363  14.4

営業利益        321,015  6.8

Ⅳ 営業外収益        81,041  1.7

Ⅴ 営業外費用        4,966  0.1

経常利益        397,091  8.4

税引前中間純利益        397,091  8.4

法人税、住民税及び事業
税  164,766            

法人税等調整額  1,253  166,020  3.5

中間純利益        231,071  4.9
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・
フロー      

税引前中間純利益  397,091

減価償却費  37,004

貸倒引当金の増加額 
（△：減少額）  6,214

賞与引当金の増加額 
（△：減少額） 

△799

退職給付引当金の増加額
（△：減少額）  19,640

役員退職金引当金の増加額
（△：減少額）  1,122

受取利息及び受取配当金  △57,766

支払利息  4,599

為替差損益  342

売上債権の減少額 
（△：増加額）  13,427

棚卸資産の減少額 
（△：増加額）  130,210

仕入債務の増加額 
（△：減少額） 

△26,193

未払金の増加額 
（△：減少額） 

△45,860

前受金の増加額 
（△：減少額） 

△38,984

その他 △30,006

小計  410,042

利息及び配当金の受取額  50,902

利息の支払額 △4,869

法人税等の支払額 △85,541

営業活動によるキャッシュ・
フロー  370,534

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・
フロー      

定期預金の預入による支出 △265,826

定期預金の払戻による収入  265,546

有形固定資産の取得による
支出 

△900

投資有価証券の取得による
支出 

△484

その他  2,419

投資活動によるキャッシュ・
フロー  754
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前中間会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（百万円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・
フロー      

短期借入による収入   270,000

短期借入金の返済による 
支出 

△270,000

長期借入金の返済による 
支出 

△22,674

配当金の支払額 △178,362

その他  142

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

△200,894

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額 

 310

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額
（△：減少額）  170,705

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首 
  残高  4,655,071

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間 
  期末残高  4,825,776
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(1)人事異動  

 前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。  

役職の異動 

  

６．その他の情報

役名 新職名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役 
営業統括本部長 
兼東日本営業本部長 

営業統括本部長 川又  亨 平成21年７月１日

取締役 営業１部部長 東日本営業本部長 渡辺 洋和 平成21年７月１日
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