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1.  平成21年9月期第3四半期の連結業績（平成20年10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 ％

21年9月期第3四半期 4,501 △18.5 553 △47.7 600 △44.1 251 △50.6

20年9月期第3四半期 5,520 25.2 1,058 30.3 1,074 29.6 510 28.6

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3四半期 58.29 ―

20年9月期第3四半期 110.40 ―

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3四半期 8,540 7,032 76.1 1,502.86
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3四半期  6,495百万円 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 6,496 △8.3 823 △34.4 846 △35.6 335 △40.3 77.50

－1－



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。 
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3四半期 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3四半期  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3四半期 4,322,352株 20年9月期第3四半期 4,623,447株

－2－



（1）業績の状況  

    ①日本（提出会社） 

   当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界経済の急激な悪化が底を打ち、中国・アジア向けの

輸出の回復に加え在庫調整もほぼ終了したことで生産は回復傾向にあります。当社の主力ユーザーである自動

車産業は、およそ半年間続いていた大幅な減産を緩め、徐々に生産を拡大しております。また、鉄鋼産業も生

産調整を緩和し徐々に生産量を増加させております。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、急激な経済悪化により大きく低下していた探傷剤

等の消耗品の販売が徐々に上向いて来ております。一方、設備の過剰感は依然として解消されておらず、機械

装置の売上は若干減少いたしました。利益につきましては利益率の高い消耗品の販売不振と大型機械装置の不

採算により大幅に低下しました。 

  この結果、売上高は 百万円、四半期純利益は 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、世界的な経済危機の影響を受け、第１四半期は鉄鋼産業・自動車産業がともに生産調

整による生産減となりましたが、迅速な経済対策が功を奏し自動車・鉄鋼ともに需要の回復に転じておりま

す。しかし、為替の変動による中国元の下落により円貨換算業績は低下いたしました。 

      この結果、売上高は 百万円、四半期純利益は 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、鉄鋼産業ともに生産が低下しておりま

す。この状況で大型機械装置の売上が第４四半期にずれ込んだため、売上・利益ともに前年同期比を下回って

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 百万円、四半期純利益は 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大幅な生産調整が継続しております。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低下いたしました。 

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

    ⑤連結 

  この結果、当第３四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 百万円、経常

利益は 百万円、四半期純利益は 百万円となりました。 

  

   事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりであります。 

 （非破壊検査事業） 

   鉄鋼向け探傷装置の売上は好調であったものの、鉄鋼・自動車産業の生産の落込みにより探傷剤が大幅に減少

し、売上高は低下しました。また、大型探傷装置の不採算により利益率が低下しました。 

   この結果、非破壊検査事業の売上高は 百万円、営業利益は 百万円となりました。 

 （マーキング事業） 

   ペイントは鉄鋼業界の操業度低下の影響により売上が低下、印字装置の売上は設備投資の減少と大型案件の検

収ずれ込みが影響し前年を下回りました。 

   この結果、マーキング事業の売上高は 百万円、営業利益は 百万円となりました。 

 （その他事業） 

   ＯＥＭ洗浄剤の減少により、売上高は 百万円となり、営業利益は 百万円となりました。 

  

  

当第３四半期末における総資産は、8,540百万円となり、前連結会計年度末比753百万円の減少となりました。

その主な要因は、売上高の減少に伴う受取手形及び売掛金の減少690百万円、棚卸資産の減少146百万円によるも

のであります。 

なお、純資産は7,032百万円となり、前連結会計年度末比130百万円の増加となり、自己資本比率は76.1％とな

りました。 

  

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

616 26

431 58

50 2

21 1

1,050

83 56
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２．連結財政状態に関する定性的情報
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キャッシュ・フローの状況 

  当第３四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、第２

四半期連結会計期間末に比べ、 百万円増加し 百万円となりました。 

 当第３四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 百万円となりました。 

 これは主に売上債権の減少 百万円による資金の増加および仕入債務の減少 百万円による資金の減少であ

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 百万円となりました。 

 これは主に有形固定資産の取得 百万円による資金の減少であります。 

（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 百万円であり、重要な変動はありませんでした。 

  

平成21年2月13日に公表いたしました連結業績予想から修正を行っておりません。  

  

 該当事項はありません。  

   

  該当事項はありません。  

  

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。  

202 1,964
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625 213
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88

0

３．連結業績予想に関する定性的情報

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３四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20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,664,923 2,672,532

受取手形及び売掛金 1,473,743 2,164,437

有価証券 － 46,771

商品及び製品 455,577 437,345

仕掛品 154,729 500,239

原材料及び貯蔵品 521,383 340,708

その他 163,361 220,258

貸倒引当金 △9,825 △8,040

流動資産合計 5,423,894 6,374,253

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 908,675 900,325

土地 1,127,126 1,097,548

その他（純額） 426,389 383,350

有形固定資産合計 2,462,191 2,381,224

無形固定資産 122,605 135,109

投資その他の資産   

投資有価証券 385,645 259,620

その他 146,091 144,176

投資その他の資産合計 531,736 403,796

固定資産合計 3,116,532 2,920,130

資産合計 8,540,426 9,294,383

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 600,667 1,171,458

未払法人税等 39,932 273,482

賞与引当金 30,659 －

役員賞与引当金 23,244 61,020

その他 550,333 662,678

流動負債合計 1,244,836 2,168,638

固定負債   

退職給付引当金 18,052 18,001

役員退職慰労引当金 126,640 118,945

その他 118,497 87,146

固定負債合計 263,190 224,093

負債合計 1,508,027 2,392,731
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（単位：千円）

当第３四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 3,993,054 3,904,361

自己株式 △696,106 △696,106

株主資本合計 6,542,447 6,453,754

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18,399 △37,853

為替換算調整勘定 △28,160 28,417

評価・換算差額等合計 △46,560 △9,435

新株予約権 30,439 14,096

少数株主持分 506,072 443,236

純資産合計 7,032,399 6,901,652

負債純資産合計 8,540,426 9,294,383
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 4,501,591

売上原価 2,746,281

売上総利益 1,755,310

販売費及び一般管理費 1,201,589

営業利益 553,721

営業外収益  

受取利息 9,100

受取配当金 30,185

為替差益 6,419

その他 4,204

営業外収益合計 49,909

営業外費用  

支払手数料 1,148

その他 1,749

営業外費用合計 2,898

経常利益 600,732

税金等調整前四半期純利益 600,732

法人税、住民税及び事業税 214,270

法人税等調整額 32,852

法人税等合計 247,122

少数株主利益 101,679

四半期純利益 251,930
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10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 600,732

減価償却費 126,044

株式報酬費用 16,343

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,537

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,695

賞与引当金の増減額（△は減少） 30,659

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △37,427

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,480

受取利息及び受取配当金 △39,286

売上債権の増減額（△は増加） 644,186

たな卸資産の増減額（△は増加） 107,064

未収入金の増減額（△は増加） 7,247

前渡金の増減額（△は増加） 39,405

仕入債務の増減額（△は減少） △473,735

未払金の増減額（△は減少） 2,867

未払費用の増減額（△は減少） △19,321

前受金の増減額（△は減少） △71,337

その他 △29,474

小計 916,682

利息及び配当金の受取額 41,319

法人税等の支払額 △434,029

営業活動によるキャッシュ・フロー 523,972

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 △93,572

有形固定資産の取得による支出 △263,611

無形固定資産の取得による支出 △8,727

その他 △1,855

投資活動によるキャッシュ・フロー △67,767

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 △59,303

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 245,619

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 1,964,923
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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３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30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 

  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30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。 

  

（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〕

  
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  2,814,419  1,564,457  122,714  4,501,591  －  4,501,591

(2）セグメント間の内部売上高  －  －  －  －  －  －

計  2,814,419  1,564,457  122,714  4,501,591  －  4,501,591

  営業利益  647,557  520,659  399  1,168,616 ( ) 614,895  553,721

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 

〔所在地別セグメント情報〕

  
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 
 2,946,579  1,246,978  236,718  71,314  4,501,591  －  4,501,591

(2）セグメント間の内部

売上高 
 195,536  180,696  －  －  376,233 ( )376,233  －

計  3,142,116  1,427,675  236,718  71,314  4,877,824 ( )376,233  4,501,591

   営業利益  736,934  414,214  809  16,658  1,168,616 ( )614,895  553,721
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当第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30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。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  中国 韓国 タイ その他 合計

Ⅰ．海外売上高（千円）  1,248,254  236,718  92,996  212,498  1,790,468

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  －  －  4,501,591

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 27.7  5.3  2.1  4.7  39.8

（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 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第3四半期連結累計期間（平成19年10月1日～平成20年6月30日） 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年9月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  5,520,633

Ⅱ 売上原価  3,302,091

売上総利益  2,218,541

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,159,678

営業利益  1,058,863

Ⅳ 営業外収益  47,309

Ⅴ 営業外費用  31,390

経常利益  1,074,782

Ⅵ 特別利益 －

Ⅶ 特別損失  23,823

税金等調整前四半期純利益   1,050,958

税金費用  407,736

少数株主利益   132,794

四半期純利益  510,427
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前第3四半期連結累計期間（平成19年10月1日～平成20年6月30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 

  

前第3四半期連結累計期間（平成19年10月1日～平成20年6月30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。 

 

  

前第3四半期連結累計期間（平成19年10月1日～平成20年6月30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。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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   3,334,444  2,039,513  146,674  5,520,633  －  5,520,633

(2)セグメント間の内部売上高  －  －  －  －  －  －

 計  3,334,444  2,039,513  146,674  5,520,633  －  5,520,633

営業費用  2,409,656  1,386,483  166,059  3,962,199  499,570  4,461,769

営業利益  924,788  653,030  △19,385  1,558,433  (499,570)  1,058,863

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 

〔所在地別セグメント情報〕

  
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  
 3,520,913  1,485,248  386,726  127,744  5,520,633  －  5,520,633

(2)セグメント間の

内部売上高  
 191,695  200,929  －  －  392,624  (392,624)  －

計  3,712,608  1,686,177  386,726  127,744  5,913,257  (392,624)  5,520,633

営業費用  2,647,683  1,278,805  336,104  92,231  4,354,824  106,945  4,461,769

営業利益  1,064,925  407,372  50,622  35,513  1,558,433  (499,570)  1,058,863

〔海外売上高〕

  中国 韓国 タイ その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,593,991  386,726  132,811  86,809  2,200,339

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － －  5,520,633

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 28.9  7.0  2.4  1.6  39.9
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