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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 17,325 △33.4 321 △77.2 368 △74.9 148 △81.1

21年3月期第3四半期 26,010 ― 1,409 ― 1,466 ― 786 ―

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3四半期 17.48 ―

21年3月期第3四半期 92.41 ―

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3四半期 17,514 7,273 39.9 822.49
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3四半期  6,984百万円 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

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3月期 ― 15.00 ― 10.00 25.00
22年3月期 ― 3.00 ―

22年3月期 
（予想）

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 23,400 △29.8 360 △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3四半期 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3四半期  148,228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3四半期 8,491,887株 21年3月期第3四半期 8,511,420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 

わが国の経済は世界的な金融危機に起因する大幅な後退を経て、当第１四半期以降はプラス成長を維持し、緩

やかな回復を続けていると見られます。昨年初めに自動車・鉄鋼・電機などの大手各社が急激な在庫調整を行っ

た後、国内外の需要刺激策や中国の堅調な経済成長を背景に、輸出と生産が徐々に回復してきました。しかしな

がら生産の水準はピーク時に比べていまだ低水準であり、また国内企業において設備過剰感が強いなか、設備投

資を抑制するなど国内景気は依然として厳しい状況で推移しています。 

このような環境のなか、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、設備関連機器商品を中心に営業目標の達成に努力してまいりましたが、国内設備投資が抑

制されるなかで、当第３四半期累計期間における当社の業績概況は以下の通り厳しい結果となりました。 

 

当社の主要顧客業界のうち鉄鋼業界においては、中国に対する輸出が好調で、国内も自動車向け鋼板などが伸

び、生産の回復が続きましたがいまだ低い水準で推移しています。 

当社におきましては、製鋼用副資材の販売が底堅く推移しましたが、設備更新用機器、設備補修用部品の販売

は全般的に減少となり、鉄鋼業界向け全体としては前年同四半期比で売上高が7.8％の減少（粗利益は15.9％の

減少）となりました。 

 

自動車業界では、需要刺激策の効果により自動車生産が回復してきましたが、その水準は低く留まり、各社と

も設備投資を抑制しています。また工作機械業界では、ようやく受注が回復してきましたが、まだピーク時の約

５割の水準に留まっています。 

当社におきましては、自社製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などの販売がいずれも大幅に減少となったほか、その他の各種機器・消耗部品類

の販売も全面的に減少となり、前年同四半期比で売上高が70.4％の減少（粗利益は62.5％の減少）となりました。 

 

以上の結果、当第３四半期累計期間の連結業績は、売上高173億25百万円（前年同四半期比33.4％減）、営業利

益３億21百万円（前年同四半期比77.2％減）、経常利益３億68百万円（前年同四半期比74.9％減）、四半期純利益

１億48百万円（前年同四半期比81.1％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14.1％減少し133億84百万円となりました。これは現金及び預金が３

億６百万円増加し、一方で受取手形及び売掛金が23億15百万円、たな卸資産が１億32百万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1.4％減少し41億30百万円となりました。増減内訳は、有形固定資産

が１億12百万円の減少、無形固定資産が４百万円の減少、投資その他の資産が60百万円の増加であります。 

投資その他の資産の主な増加要因は、有価証券時価評価額の上昇により投資有価証券が１億72百万円増加した

ことなどであります。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて11.4％減少し175億14百万円となりました。 

 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて20.2％減少し91億54百万円となりました。これは支払手形及び買掛金

が21億24百万円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5.4％減少し10億87百万円となりました。これは、長期借入金が99百

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18.9％減少し102億41百万円となりました。 

 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2.0％増加し72億73百万円となりました。これは、その他有価証券

評価差額金が83百万円増加したことなどによります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績につきましては、平成21年10月26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３四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３四半期連結累計期間では区分掲記することとしております。なお、前第

３四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24,041千円であります。 

 

前第３四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めていた「投資事業組合運用損」は、営業

外費用総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記することとしております。なお、

前第３四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「投資事業組合運用損」は7,865千円でありま

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 2,173,344 1,866,664

受取手形及び売掛金 9,055,336 11,371,209

商品及び製品 639,978 781,812

仕掛品 191,421 182,339

原材料及び貯蔵品 47,063 46,673

その他 1,284,852 1,333,301

貸倒引当金 △7,687 △9,606

流動資産合計 13,384,308 15,572,394

固定資産   

有形固定資産 1,764,912 1,877,417

無形固定資産 86,991 91,930

投資その他の資産   

投資有価証券 1,585,626 1,412,735

その他 709,851 828,491

貸倒引当金 △17,007 △23,364

投資その他の資産合計 2,278,469 2,217,861

固定資産合計 4,130,374 4,187,209

資産合計 17,514,682 19,759,604

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,227,761 8,352,237

短期借入金 2,275,000 2,026,000

1年内返済予定の長期借入金 141,040 184,640

未払法人税等 152,935 226,237

役員賞与引当金 12,694 －

賞与引当金 128,205 －

その他 216,829 689,450

流動負債合計 9,154,467 11,478,565

固定負債   

長期借入金 131,810 231,340

退職給付引当金 559,000 530,507

役員退職慰労引当金 309,988 296,794

負ののれん 216 866

その他 86,004 88,972

固定負債合計 1,087,020 1,148,480

負債合計 10,241,487 12,627,046
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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12月31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 5,526,541 5,488,657

自己株式 △78,858 △78,723

株主資本合計 6,959,569 6,921,819

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 89,483 5,608

為替換算調整勘定 △64,628 △71,413

評価・換算差額等合計 24,854 △65,804

少数株主持分 288,771 276,543

純資産合計 7,273,195 7,132,558

負債純資産合計 17,514,682 19,759,604
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 26,010,511 17,325,884

売上原価 21,252,680 14,347,779

売上総利益 4,757,831 2,978,105

販売費及び一般管理費 3,348,094 2,656,326

営業利益 1,409,736 321,778

営業外収益   

受取利息 3,225 2,216

受取配当金 24,127 14,830

負ののれん償却額 778 649

持分法による投資利益 44,449 18,145

不動産賃貸料 － 24,567

その他 59,729 18,581

営業外収益合計 132,310 78,990

営業外費用   

支払利息 19,315 9,865

為替差損 42,184 12,177

投資事業組合運用損 － 8,880

その他 14,534 1,181

営業外費用合計 76,034 32,104

経常利益 1,466,012 368,664

特別利益   

固定資産売却益 － 3,222

投資有価証券売却益 1,900 2,321

貸倒引当金戻入額 － 2,707

特別利益合計 1,900 8,251

特別損失   

固定資産売却損 167 －

減損損失 1,406 18,352

固定資産除却損 2,906 2,919

投資有価証券評価損 24,466 －

会員権評価損 600 15,840

工場閉鎖損失 － 5,127

特別損失合計 29,547 42,240

税金等調整前四半期純利益 1,438,364 334,675

法人税等 604,793 180,692

少数株主利益 47,035 5,554

四半期純利益 786,536 148,429

リックス株式会社（7525）　平成22年３月期　第３四半期決算短信

- 7 -



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 1,438,364 334,675

減価償却費 174,562 161,809

減損損失 1,406 18,352

負ののれん償却額 △778 △649

賞与引当金の増減額（△は減少） 214,393 128,259

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 45,235 12,694

未払役員賞与の増減額（△は減少） △68,873 △55,552

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,321 28,493

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18,036 13,194

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,498 △8,276

受取利息及び受取配当金 △27,353 △17,046

支払利息 19,315 9,865

為替差損益（△は益） 2,231 472

固定資産除却損 2,906 2,919

有形固定資産売却損益（△は益） 167 △3,222

投資有価証券売却損益（△は益） △1,900 △2,321

投資事業組合運用損益（△は益） － 8,880

会員権評価損 600 15,840

持分法による投資損益（△は益） △44,449 △18,145

投資有価証券評価損益（△は益） 24,466 －

工場閉鎖損失 － 5,127

売上債権の増減額（△は増加） △140,252 2,320,937

たな卸資産の増減額（△は増加） △252,466 133,630

その他の資産の増減額（△は増加） △27,138 192

仕入債務の増減額（△は減少） △521,908 △2,197,754

未払消費税等の増減額（△は減少） △40,449 △32,729

その他の負債の増減額（△は減少） △350,422 △380,961

小計 467,518 478,686

利息及び配当金の受取額 28,656 17,621

利息の支払額 △19,289 △9,865

法人税等の支払額 △1,013,007 △254,043

営業活動によるキャッシュ・フロー △536,121 232,399
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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 △2,573,797 △1,610,810

信託受益権の償還による収入 2,483,466 1,764,004

有形固定資産の取得による支出 △50,878 △75,922

有形固定資産の売却による収入 416 21,405

投資有価証券の取得による支出 △16,781 △6,396

投資有価証券の売却による収入 15,054 7,856

子会社株式の取得による支出 △100,000 －

貸付けによる支出 △46,644 △22,317

貸付金の回収による収入 66,321 55,452

その他の支出 △108,659 △49,354

その他の収入 17,955 1,757

投資活動によるキャッシュ・フロー △313,546 85,675

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 39,264,400 31,621,000

短期借入金の返済による支出 △39,741,600 △31,372,000

長期借入金の返済による支出 △201,862 △143,130

リース債務の返済による支出 － △3,118

自己株式の取得による支出 △38,837 △134

配当金の支払額 △415,747 △108,979

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 △1,140,447 △13,162

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,499 1,767

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,003,614 306,679

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 1,541,493 2,173,344
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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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 15,716,937 2,894,416 918,639 6,078,221 402,296 26,010,511 ― 26,010,511

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 

48,932 ― ― ― ― 48,932 (48,932) ―

計 15,765,870 2,894,416 918,639 6,078,221 402,296 26,059,444 (48,932) 26,010,511

営業利益又は営業損失(△) 1,063,415 615,371 △8,374 363,744 93,065 2,127,222 (717,486) 1,409,736

（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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 10,284,578 1,235,526 339,780 5,171,210 294,788 17,325,884 ― 17,325,884

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 

8,772 ― ― ― ― 8,772 (8,772) ―

計 10,293,351 1,235,526 339,780 5,171,210 294,788 17,334,657 (8,772) 17,325,884

営業利益 507,751 49,895 5,601 232,913 56,388 852,550 (530,771) 321,778

（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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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。 

 

 

リックス株式会社（7525）　平成22年３月期　第３四半期決算短信

- 11 -




