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1.  平成22年2月期第3四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年11月30日） 

（注）平成21年６月１日付をもって、普通株式１株につき２株に分割しております。 

(2) 連結財政状態 

（注）平成21年６月１日付をもって、普通株式１株につき２株に分割しております。  

(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2月期第3四半期 9,644 1.6 795 17.2 829 11.6 473 11.8
21年2月期第3四半期 9,493 11.8 678 55.1 742 50.1 423 48.8

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2月期第3四半期 54.93 ―
21年2月期第3四半期 98.26 ―

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2月期第3四半期 11,358 7,811 67.7 892.34
21年2月期 12,495 7,481 58.9 1,708.19

（参考） 自己資本   22年2月期第3四半期  7,694百万円 21年2月期  7,364百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― ― ― 30.00 30.00
22年2月期 ― ― ―
22年2月期 

（予想）
17.50 17.50

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28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  
（注）平成21年６月１日付をもって、普通株式１株につき２株に分割しております。 

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 13,500 0.2 960 0.2 1,100 4.1 630 1.7 73.06
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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、３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、３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） 

（注）平成21年６月１日付をもって、普通株式１株につき２株に分割しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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。 
 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可
能性があります。 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第3四半期 9,200,000株 21年2月期  4,600,000株
② 期末自己株式数 22年2月期第3四半期  577,504株 21年2月期  288,752株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第3四半期 8,622,496株 21年2月期第3四半期 4,311,248株
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  当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景気対策により一部に持ち直しの兆しが見られるものの、実体 

 経済は依然として厳しい状況にあり、また雇用情勢の不安による個人消費の低迷等、引き続き景気の先行きが不透明 

 な状況で推移しました。 

 当社グループの主要ユーザーであります医薬業界は、医療費抑制策が推進されるとともに、国際的な競争の激化な 

ど、各社は更なる競争力を高めていく必要に迫られております。 

 こうした情勢のもと、当社グループは、独創的な新製品の開発や技術サービスの充実を行うなど、顧客ニーズを捉 

えた効率的な営業活動を展開するとともに、積極的に新分野への拡販を図ってまいりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高 百万円（前年同期比1.6％増）、営業利益 百万 

円（同17.2％増）、経常利益 百万円（同11.6％増)、四半期純利益 百万円（同11.8％増）となりました。 

 〔事業の種類別セグメント〕 

・機械部門 

 機械部門においては、海外子会社の業績が世界的な景気悪化の影響を受けたこと及び円高の影響により厳しい状況 

となり、また当社においても後発医薬品企業、および受託企業の設備投資意欲が落着きを見せたことにより、減収減 

益となりました。この結果、売上高は58億13百万円（同7.1％減）、 営業利益は６億54百万円（同8.5％減）となりま 

した。 

・化成品部門 

 化成品部門においては、機能性添加剤、品質保持剤および栄養補助食品は前年の売上高を上回る水準となり、引き 

続き堅調に推移しております。この結果、売上高は、38億31百万円（同18.4％増）、営業利益は４億８百万円（同 

36.6％増）となりました。  

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ11億37百万円減少し、 百万円となりまし

た。増減の主な内訳は、受取手形及び売掛金並びに仕掛品が減少したことによるものであります。 

 また、当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ14億66百万円減少し、 百万円と

なりました。増減の主な内訳は、支払手形及び買掛金が減少したことによるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ３億29百万円増加し、 百万円となり

ました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結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）は前連結会計年度末に比べ 

 2億59百万円減少し、 百万円となりました。  

 各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。  

 ①営業活動によるキャッシュ・フロー 

  営業活動の結果、得られた資金は 百万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益が 百万円、売上 

 債権の減少、棚卸資産の減少等の増加要因があり、仕入債務の減少、前受金の減少、法人税等の支払といった減少 

 要因があった為であります。 

 ②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１億27百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出による 

 ものであります。 

 ③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１億47百万円となりました。これは主に配当金の支払によるものであります。 

  

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

96億44 7億95

8億29 4億73

２．連結財政状態に関する定性的情報

113億58

35億47

78億11

27億26

5 8億32
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  平成22年2月期の業績予想につきましては、概ね予想どおり推移しており、本資料の公表時点において、平成21年4 

月10日の決算短信で発表しました通期連結業績予想に変更はありません。 

  

  

該当事項はありません。  

   

    ①税金費用の計算        

 税金費用については、当第３四半期連結累計期間を含む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もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。た

だし、当該見積実効税率を用いて税金を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使

用しております。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。 

  

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 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たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 当社及び国内連結子会社は、第１四半期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については原価法から原価法（収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。 

 これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。  

  

    ③「連結財務諸表における在外子会社の会計処理に関する当面の取り扱い」の適用 

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り扱い」 

（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。なお、これに

よる当第３四半期連結累計期間の損益への影響はありません。 

 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。 

  

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11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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,736,211 2,985,598

受取手形及び売掛金 3,030,864 3,285,885

商品及び製品 367,849 291,123

仕掛品 893,193 1,562,854

原材料及び貯蔵品 305,837 402,644

前払費用 102,271 108,479

繰延税金資産 175,175 177,699

その他 225,840 104,527

貸倒引当金 △27,958 △34,803

流動資産合計 7,809,283 8,884,008

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 958,876 1,022,368

土地 1,173,575 1,185,559

その他（純額） 360,846 336,084

有形固定資産 2,493,298 2,544,012

無形固定資産 75,051 95,269

投資その他の資産   

繰延税金資産 238,294 239,146

その他 756,794 747,400

貸倒引当金 △14,332 △14,315

投資その他の資産合計 980,756 972,231

固定資産合計 3,549,106 3,611,513

資産合計 11,358,389 12,495,522

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,715,087 2,670,332

短期借入金 6,319 －

未払法人税等 157,546 186,600

前受金 547,757 903,569

賞与引当金 71,159 187,569

役員賞与引当金 34,875 59,000

その他 438,946 427,174

流動負債合計 2,971,691 4,434,246

固定負債   

退職給付引当金 136,278 130,645

負ののれん 59,783 65,629

その他 379,530 383,522

固定負債合計 575,592 579,797

負債合計 3,547,284 5,014,043
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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11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２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,035,600 1,035,600

資本剰余金 1,282,890 1,282,890

利益剰余金 6,126,855 5,782,552

自己株式 △201,085 △201,085

株主資本合計 8,244,259 7,899,956

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,334 5,763

為替換算調整勘定 △556,391 △541,283

評価・換算差額等合計 △550,057 △535,519

少数株主持分 116,902 117,041

純資産合計 7,811,105 7,481,478

負債純資産合計 11,358,389 12,495,522
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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21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 9,644,188

売上原価 6,429,896

売上総利益 3,214,292

販売費及び一般管理費 2,418,743

営業利益 795,548

営業外収益  

受取利息 5,769

受取技術料 16,786

為替差益 7,152

その他 17,967

営業外収益合計 47,674

営業外費用  

支払利息 721

支払保証料 3,863

その他 9,403

営業外費用合計 13,987

経常利益 829,235

特別利益  

固定資産売却益 3,486

貸倒引当金戻入額 296

賞与引当金戻入額 737

特別利益合計 4,521

特別損失  

投資有価証券評価損 1,499

特別損失合計 1,499

税金等調整前四半期純利益 832,257

法人税等 351,455

少数株主利益又は少数株主損失（△） 7,161

四半期純利益 473,640
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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21年３月１日 
 至 平成21年11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 832,257

減価償却費 158,412

賞与引当金の増減額（△は減少） △116,409

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24,125

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,884

受取利息及び受取配当金 △10,125

支払利息 721

有形固定資産売却損益（△は益） △3,486

売上債権の増減額（△は増加） 250,045

たな卸資産の増減額（△は増加） 685,707

その他の資産の増減額（△は増加） △104,583

仕入債務の増減額（△は減少） △949,241

前受金の増減額（△は減少） △358,146

その他の負債の増減額（△は減少） 31,768

その他 △13,166

小計 372,742

利息及び配当金の受取額 12,319

利息の支払額 △721

法人税等の還付額 10,160

法人税等の支払額 △388,856

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,644

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 △10,000

有形固定資産の取得による支出 △112,850

有形固定資産の売却による収入 17,000

無形固定資産の取得による支出 △8,026

投資有価証券の取得による支出 △1,416

出資金の分配による収入 2,149

保険積立金の積立による支出 △16,301

保険積立金の解約による収入 12,358

差入保証金の差入による支出 △10,800

差入保証金の回収による収入 460

投資活動によるキャッシュ・フロー △127,426

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 6,651

長期借入れによる収入 △18,279

配当金の支払額 △129,440

少数株主への配当金の支払額 △6,198

財務活動によるキャッシュ・フロー △147,266

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,661

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △259,386

現金及び現金同等物の期首残高 2,985,598

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,726,211
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 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21年３月１日 至 平成21年11月30日）  

（注）１．事業区分の方法 

当連結グループの事業区分は、製品の種類、製造方法の類似性等を考慮して区分しております。 

２．各事業区分に属する主要製品 

   

          当第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

北米 ………米国   

  

（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〕

機械部門 
（千円） 

化成品部門 
（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  5,813,147  3,831,041  9,644,188 －  9,644,188

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ － － － － 

計  5,813,147  3,831,041  9,644,188 －  9,644,188

営業利益 654,222  408,275  1,062,497  △266,949  795,548

事業区分 主要製品 

機械部門 粉粒体機械装置、粉粒体機械のプラント設備及び粉粒体関連機器、計器・部品 

化成品部門 
医薬品添加剤、食品品質保持剤及び栄養補助食品、製薬・食品・化学等の開発研

究、処方検討等の受託、治験薬製造の受託及び仲介 

〔所在地別セグメント情報〕

  日本（千円） 北米（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 7,648,756  1,995,432    9,644,188 －   9,644,188

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 30,955  20,315  51,271  △51,271 － 

計  7,679,711  2,015,748  9,695,460  △51,271  9,644,188

営業利益  982,732  63,614  1,046,346  △250,798  795,548
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 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米 ………米国、カナダ 

(2）欧州 ………フランス、英国等  

(3）その他………中南米、アジア等 

３．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〕

当第３四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年11月30日) 

  北米 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,051,252  1,105,641  784,964  2,941,858

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  9,644,188

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
 10.9  11.5  8.1  30.5

（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20年３月１日～11月30日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成21年２月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  9,493,243

Ⅱ 売上原価  6,517,013

売上総利益  2,976,229

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,297,512

営業利益  678,717

Ⅳ 営業外収益  89,437

Ⅴ 営業外費用  25,339

経常利益  742,815

Ⅵ 特別利益   3,099

Ⅶ 特別損失   263

税金等調整前四半期純利益  745,650

税金費用  308,284

少数株主利益または損失 
（△） 

 13,703

四半期（当期）純利益   423,663
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