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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 11,832 △12.6 △63 ― △171 ― △244 ―
20年9月期第3四半期 13,542 3.7 294 89.1 172 766.3 129 ―

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 △36.20 ―
20年9月期第3四半期 19.55 19.01

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 13,729 1,960 13.9 283.07
20年9月期 12,886 2,380 16.9 322.59

（参考） 自己資本   21年9月期第3四半期  1,910百万円 20年9月期  2,177百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00
21年9月期 ― ― ―
21年9月期 

（予想）
3.00 3.00

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  有   

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 15,912 △8.5 229 △34.6 67 △68.1 5 △95.7 0.87
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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．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、業況
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

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 6,947,438株 20年9月期  6,947,438株
② 期末自己株式数 21年9月期第3四半期  197,491株 20年9月期  196,991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 6,750,058株 20年9月期第3四半期 6,591,847株
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、世界的な金融・経済危機などにより深刻な景気停滞状況にあ

り、景気停滞に伴う雇用・所得環境の悪化や先行き不安などの影響を受け低調に推移しました。 

当社グループの属する業界におきましては、復調の兆しがあるものの設備投資が大幅に減少するなど、受注環境は

依然として厳しいものがあり、苦戦を強いられました。 

このような環境のなかで、当社グループは、ブランド特性に応じた営業体制の下で、高付加価値商品の提案、新商

品の開発、販売店への積極的な営業活動や多様化するお客様のニーズへの迅速な対応に注力するとともに、事業の効

率化に取り組んでまいりました。また利益面におきましては、売上原価や販売管理費の見直しなどコスト削減に取り

組んでまいりましたが、景気後退による設備投資の減少が大きく影響して、全般的に苦戦いたしました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は11,832百万円、営業損失は63百万円、四半期純損失は244百万円

となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 

（１）科学研究施設 

当社グループの主要事業であります科学研究施設におきましては、厚生労働省から平成21年３月31日に通達された

「ナノマテリアルに対するばく露防止等のための予防的対応について」に対応した製品を投入するなど、積極的な受

注活動に努めてまいりました。その結果、大学からの受注は比較的堅調に推移いたしましたが、企業収益の悪化によ

る研究開発向け設備投資抑制が大きく影響して売上高は7,847百万円、営業損失は32百万円となりました。 

（２）粉体機械等 

粉体機械等におきましては、企業収益の悪化に伴う生産設備投資の抑制などから、当社の主要顧客であります医薬

品業界及び食品・飲料製造プラントからの受注が伸びず、売上高は3,984百万円となりました。営業利益は、売上原

価等の削減に継続して取り組む等利益の確保に努めた結果262百万円となりました。 

  

 当第３四半期連結会計期間末における資産につきましては、前連結会計年度末から843百万円増加して13,729百万

円となりました。流動資産は前連結会計年度末から865百万円増加し8,651百万円、固定資産は前連結会計年度末から

23百万円減少して5,061百万円、繰延資産は前連結会計年度末から１百万円増加して16百万円となりました。 

 流動資産の増加の主な要因は、受取手形及び売掛金が588百万円減少したものの、現金及び預金が1,051百万円増加

したことによるものであります。 

 固定資産の減少の主な要因は、保険積立金の増加等により投資その他の資産が71百万円増加したものの、減価償却

等により144百万円減少したことによるものであります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末から1,263百万円増加して11,769百万円となりました。流動負債は前連結

会計年度末から1,436百万円増加して7,738百万円、固定負債は前連結会計年度末から173百万円減少して4,030百万円

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804百万円、短期借入金が431百万円増加したことによるもの

であります。 

固定負債の減少の主な要因は、社債が60百万円増加したものの、長期借入金が212百万円、退職給付引当金が29百万

円それぞれ減少したことによるものであります。 

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フロ－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－） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、主にたな卸資産の増加により351百万円減少しましたが、売上債権の減少

により592百万円、仕入債務の増加により804百万円増加し、その他要因を含め1,122百万円の増加となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロ－） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に定期預金の預入により144百万円（定期預金の預入及び払戻の収支差

額）、子会社株式の追加取得により188百万円減少し、その他要因を含め468百万円の減少となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロ－） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還により196百万円減少しましたが、借入により219百万円（短期

借入金及び長期借入金の合計の収支差額）、社債の発行により330百万円増加し、その他要因を含め252百万円の増加

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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平成21年９月期の連結業績予想につきましては、第３四半期の業績等を考慮して、平成21年５月11日付当社「平成

21年９月期 第２四半期決算短信」で発表いたしました数値を変更しております。詳細は、本日開示いたしました

「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

該当事項はありません。 

   

①  たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半期連結会計期間末

の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。また、たな卸資産の簿価切

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額を見積り、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 

 固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく

年間償却予定額を期間按分して算定しております。 

③  製品保証引当金 

 四半期連結会計期間末における保証見込額の発生率が、前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

い場合には前連結会計年度末に算定した発生率を使用して計上しております。 

 ただし、当第３四半期連結会計期間末の保証見込額の発生率は、前連結会計年度末に比較して著しい変化が

あると認められるため、前連結会計年度末に準じて算定した発生率を用いて計上しております。 

④  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、前連結会計年度末以降に一時差異等の発生・解消状況に一部

変化は認められるものの、その影響が限定的であるため、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。 

  

①  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  通常の販売目的で保有するたな卸資産の評価基準については、従来、原価法によっておりましたが、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、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。 

 これにより、税金等調整前四半期純損失は13,332千円増加しております。 

③ 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、

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・リース取引及びリース料総額が

3,000千円以下の企業の事業内容に照らして重要性の乏しい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続き採用しております。 

 これによる損益への影響は軽微であります。 

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 4,314,268 3,263,257

受取手形及び売掛金 2,409,549 2,998,541

商品及び製品 850,361 714,406

仕掛品 518,113 264,552

原材料及び貯蔵品 387,247 425,090

その他 175,584 128,918

貸倒引当金 △4,113 △9,700

流動資産合計 8,651,013 7,785,066

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 830,874 887,411

機械装置及び運搬具（純額） 219,747 226,539

土地 3,160,287 3,160,287

その他（純額） 69,332 115,149

有形固定資産合計 4,280,242 4,389,389

無形固定資産   

その他 34,917 20,820

無形固定資産合計 34,917 20,820

投資その他の資産   

投資有価証券 53,675 52,524

その他 709,438 640,388

貸倒引当金 △16,455 △17,337

投資その他の資産合計 746,658 675,575

固定資産合計 5,061,818 5,085,784

繰延資産 16,670 15,584

資産合計 13,729,502 12,886,435
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,910,644 3,106,256

短期借入金 2,486,980 2,055,168

1年内償還予定の社債 402,040 321,000

未払法人税等 34,360 40,973

賞与引当金 83,096 279,470

製品保証引当金 16,360 15,000

その他 805,299 484,083

流動負債合計 7,738,780 6,301,951

固定負債   

社債 732,460 672,000

長期借入金 1,433,450 1,645,829

退職給付引当金 1,298,152 1,327,537

役員退職慰労引当金 65,192 54,841

その他 501,100 503,425

固定負債合計 4,030,355 4,203,633

負債合計 11,769,135 10,505,584

純資産の部   

株主資本   

資本金 949,207 949,207

資本剰余金 678,911 678,911

利益剰余金 356,099 620,689

自己株式 △59,773 △59,726

株主資本合計 1,924,444 2,189,082

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,332 △10,268

為替換算調整勘定 △1,392 △1,161

評価・換算差額等合計 △13,724 △11,429

少数株主持分 49,646 203,198

純資産合計 1,960,366 2,380,851

負債純資産合計 13,729,502 12,886,435
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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 11,832,036

売上原価 8,219,786

売上総利益 3,612,249

販売費及び一般管理費 3,675,419

営業損失（△） △63,169

営業外収益  

受取利息 6,628

持分法による投資利益 444

為替差益 5,927

その他 18,031

営業外収益合計 31,032

営業外費用  

支払利息 84,983

手形売却損 24,225

その他 29,888

営業外費用合計 139,097

経常損失（△） △171,234

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,261

特別利益合計 2,261

特別損失  

固定資産除却損 1,996

たな卸資産評価損 13,332

特別損失合計 15,328

税金等調整前四半期純損失（△） △184,301

法人税、住民税及び事業税 33,612

法人税等調整額 3,098

法人税等合計 36,711

少数株主利益 23,328

四半期純損失（△） △244,341
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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損失（△） △184,301

減価償却費 144,719

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,469

賞与引当金の増減額（△は減少） △196,373

退職給付引当金の増減額（△は減少） △29,385

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,351

製品保証引当金の増減額（△は減少） 1,360

受取利息及び受取配当金 △7,215

支払利息 84,983

持分法による投資損益（△は益） △444

固定資産除却損 1,996

売上債権の増減額（△は増加） 592,422

たな卸資産の増減額（△は増加） △351,178

仕入債務の増減額（△は減少） 804,388

未払消費税等の増減額（△は減少） △36,782

その他 328,911

小計 1,156,980

法人税等の支払額 △34,795

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,122,185

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 △2,043,530

定期預金の払戻による収入 1,899,176

有形固定資産の取得による支出 △57,265

有形固定資産の売却による収入 2,203

投資有価証券の取得による支出 △3,903

子会社株式の取得による支出 △188,552

貸付けによる支出 △5,426

貸付金の回収による収入 11,617

利息及び配当金の受取額 8,353

その他 △90,901

投資活動によるキャッシュ・フロー △468,228
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（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) 

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 1,281,797

短期借入金の返済による支出 △931,800

長期借入れによる収入 680,000

長期借入金の返済による支出 △810,565

社債の発行による収入 330,434

社債の償還による支出 △196,500

自己株式の取得による支出 △47

配当金の支払額 △17,327

利息の支払額 △83,094

その他 △183

財務活動によるキャッシュ・フロー 252,713

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 906,656

現金及び現金同等物の期首残高 1,876,215

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,782,872
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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） 

  

 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。 

  

  

 海外売上高が、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。 

  

  

 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〕

  
科学研究施設 
（千円） 

粉体機械等 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高  7,847,252  3,984,783  11,832,036  －  11,832,036

営業費用  7,879,568  3,721,859  11,601,428  293,777  11,895,205

営業利益又は営業損失（△）  △32,315  262,923  230,607  △293,777  △63,169

〔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 

（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（自平成19年10月１日 至平成20年６月30日） 

  

  

前第３四半期連結累計期間（自平成19年10月１日 至平成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  13,542,472

Ⅱ 売上原価  9,295,020

売上総利益  4,247,451

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,952,591

営業利益  294,859

Ⅳ 営業外収益  34,463

Ⅴ 営業外費用  156,329

経常利益  172,994

Ⅵ 特別利益  18,413

Ⅶ 特別損失  9,858

税金等調整前四半期純利益  181,549

法人税、住民税及び事業税  33,010

法人税等調整額  2,717

少数株主利益  16,323

四半期純利益  129,498

（２）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
科学研究施設 
（千円） 

粉体機械等 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高  9,002,322  4,540,149  13,542,472  －  13,542,472

営業費用  8,760,259  4,143,113  12,903,372  344,239  13,247,612

営業利益  242,062  397,036  639,099  △344,239  294,859
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