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1.  平成22年9月期第1四半期の連結業績（平成21年10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9月期第1四半期 755 △48.6 20 △92.6 32 △87.9 △52 ―

21年9月期第1四半期 1,469 △10.5 271 △20.3 268 △24.3 132 △19.5

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9月期第1四半期 △12.04 ―

21年9月期第1四半期 30.55 ―

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9月期第1四半期 7,598 6,377 82.6 1,452.95
21年9月期 8,637 6,945 75.1 1,499.83

（参考） 自己資本   22年9月期第1四半期  6,280百万円 21年9月期  6,482百万円

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9月期 ― ― ― 35.00 35.00

22年9月期 ―

22年9月期 
（予想）

― ― 35.00 35.00

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

2,231 △35.3 229 △52.9 230 △55.6 61 △68.8 14.34

通期 5,406 △10.5 801 △0.8 804 △8.7 446 64.5 103.19
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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）  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。 

(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．平成21年12月18日に公表いたしました連結業績予想は、本資料において修正しておりません。 
２．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。 
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

新規 0社 （社名 ） 除外 1社 （社名 上海蘇州美柯達探傷器材有限公司 ）

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9月期第1四半期 4,951,864株 21年9月期  4,951,864株

② 期末自己株式数 22年9月期第1四半期  629,512株 21年9月期  629,512株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第1四半期 4,322,352株 21年9月期第1四半期 4,322,352株
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（1）業績の状況  

①日本（提出会社） 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、穏やかな回復基調にあるものの、円高の進行等による企

業業績回復の遅れ、雇用情勢の悪化などにより先行き不透明な状況が続いております。当社の主力ユーザーで

ある自動車産業は、大幅な生産調整を緩和し徐々に生産量を回復させております。鉄鋼産業は、新興国向け輸

出の好調に支えられ順調に生産量を増加させております。当社では主力ユーザーの生産量の回復により探傷

剤、ペイント等の売上も徐々に回復に転じております。一方、設備の過剰感は依然として解消されておらず機

械装置の売上は減少いたしました。利益につきましては売上高の低迷により営業利益は赤字を余儀なくされま

したが、中国合弁事業の解消に伴う蘇州美柯達探傷器材有限公司及び上海蘇州美柯達探傷器材有限公司の出資

持分売却益を特別利益に計上したことにより四半期純損益は黒字となりました。 

この結果、売上高は642百万円（前年同期比 36.8％減）、四半期純利益は159百万円（同 83.5％増）となり

ました。 

②中国（碼科泰克（上海）化学有限公司） 

中国経済は、政府の迅速な経済対策により世界的な経済危機の影響から急速に回復しております。当社は成

長する市場を最大限に取込むため、独資子会社である碼科泰克(上海)化学有限公司の体制を大幅に強化してお

りますが、中国合弁事業の解消（平成21年12月）により蘇州美柯達探傷器材有限公司ならびに上海蘇州美柯達

探傷器材有限公司が連結対象から外れたため、売上及び利益が大幅に低下いたしました。 

この結果、売上高は33百万円（前年同期比 92.9％減）、四半期純利益は4百万円（同 94.5％減）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、主力ユーザーである自動車産業、鉄鋼産業の生産水準は世界的な経済危機の影響によ

る落ち込みから順調に回復しております。当社では大手鉄鋼会社向けに納入したマーキング装置の本格稼動に

伴いペイントの売上が好調に推移しております。一方第1四半期は機械装置の売上は低水準でした。 

この結果、売上高は77百万円（前年同期比 24.2％減）、四半期純利益は8百万円（同 31.0％減）となりまし

た。 

④タイ（マークテック・アジア・ホールディングス株式会社、マークテック・タイランド株式会社） 

 タイにおきましては、主力ユーザーである自動車産業の生産量が順調に回復しており、当社の探傷剤売上も

急速に増加しております。また探傷装置も計画を上回る実績を計上しております。しかしながら前期に実施し

たマークテック・タイランド株式会社の株式買取りに伴い発生したのれんの償却処理により、利益は減少いた

しました。 

この結果、売上高は41百万円（前年同期比 35.3％増）、四半期純利益は2百万円（同 33.6％減）となりまし

た。 

⑤連結 

この結果、当第１四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755百万円（前年同期

比 48.6％減）、経常利益は32百万円（同 87.9％減）、四半期純損益は蘇州美柯達探傷器材有限公司及び上海

蘇州美柯達探傷器材有限公司の出資持分の売却に伴う関係会社出資金売却損を計上したため△52百万円（前年

同期四半期純利益131百万円）の赤字となりました。 

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
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（2）キャッシュ・フローの状況 

当第１四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、1,527百

万円（前年同期比 8.5％減）となりました。 

当第１四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38百万円（同 63.3％減）となりました。 

これは主に関係会社出資金売却損118百万円計上による資金の増加、および税金等調整前四半期純損失86百万円

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） 

投資活動の結果使用した資金は491百万円（前年同期81百万円増加）となりました。 

これは主に関係会社出資金の売却による支出486百万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151百万円（同 0.4％増）となりました。 

これは主に配当金の支払151百万円による資金の減少であります。 

  

平成21年12月18日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。   

  

当社は、連結子会社であった蘇州美柯達探傷器材有限公司及び上海蘇州美柯達探傷器材有限公司の全ての出

資持分を平成21年12月17日に売却したため、当第１四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しておりま

す。 

  

①簡便な会計処理 

 重要性が乏しいため記載を省略しております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

①企業結合に関する会計基準等の適用 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正」（企業会

計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月

26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）が平成

21年４月１日以後開始する連結会計年度において最初に実施される企業結合及び事業分離等から適用すること

ができるよう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ております。

②「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）が

平成21年４月１日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、当第１四半期連

結累計期間より、新たに「少数株主損益調整前四半期純損失（△）」の科目で表示しております。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

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１四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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,227,038 2,829,122

受取手形及び売掛金 1,262,197 1,591,951

商品及び製品 227,832 383,648

仕掛品 160,587 167,755

原材料及び貯蔵品 253,748 345,847

繰延税金資産 54,879 82,194

その他 508,919 140,277

貸倒引当金 △1,051 △9,222

流動資産合計 4,694,152 5,531,575

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,448,716 1,426,502

減価償却累計額 △530,864 △537,506

建物及び構築物（純額） 917,851 888,995

機械装置及び運搬具 498,849 569,793

減価償却累計額 △339,724 △375,476

機械装置及び運搬具（純額） 159,125 194,317

土地 1,117,608 1,116,394

リース資産 11,876 11,972

減価償却累計額 △2,338 △1,756

リース資産（純額） 9,538 10,216

建設仮勘定 － 63,506

その他 362,676 454,372

減価償却累計額 △287,026 △321,416

その他（純額） 75,649 132,956

有形固定資産合計 2,279,773 2,406,386

無形固定資産   

のれん 66,602 68,265

その他 91,637 114,829

無形固定資産合計 158,240 183,095

投資その他の資産   

投資有価証券 334,820 370,102

出資金 － 12,088

その他 131,683 134,621

投資その他の資産合計 466,504 516,812

固定資産合計 2,904,519 3,106,293

資産合計 7,598,671 8,637,868
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（単位：千円）

当第１四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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 615,857 600,094

短期借入金 10,000 10,000

リース債務 2,458 2,478

未払法人税等 133,305 79,608

繰延税金負債 － 164,548

賞与引当金 37,548 76,190

役員賞与引当金 30,557 44,048

その他 176,369 484,067

流動負債合計 1,006,096 1,461,035

固定負債   

リース債務 7,556 8,248

繰延税金負債 66,193 79,162

退職給付引当金 16,260 14,719

役員退職慰労引当金 124,998 129,205

固定負債合計 215,008 231,335

負債合計 1,221,104 1,692,370

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 3,805,206 4,008,531

自己株式 △696,106 △696,106

株主資本合計 6,354,600 6,557,924

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △48,931 △27,771

為替換算調整勘定 △25,498 △47,364

評価・換算差額等合計 △74,430 △75,136

新株予約権 40,759 35,669

少数株主持分 56,638 427,039

純資産合計 6,377,567 6,945,497

負債純資産合計 7,598,671 8,637,868
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,469,684 755,602

売上原価 789,630 397,531

売上総利益 680,054 358,071

販売費及び一般管理費 409,017 337,937

営業利益 271,037 20,133

営業外収益   

受取利息 3,846 509

受取配当金 4,012 1,538

為替差益 － 9,096

その他 2,212 1,571

営業外収益合計 10,071 12,716

営業外費用   

支払利息 － 93

為替差損 12,493 －

支払手数料 － 110

その他 203 105

営業外費用合計 12,696 309

経常利益 268,412 32,540

特別損失   

投資有価証券評価損 1,402 －

関係会社出資金売却損 － 118,115

その他 － 1,127

特別損失合計 1,402 119,243

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

267,009 △86,702

法人税、住民税及び事業税 62,448 106,057

法人税等調整額 32,880 △146,618

法人税等合計 95,328 △40,561

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △46,141

少数株主利益 39,612 5,900

四半期純利益又は四半期純損失（△） 132,068 △52,042
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

267,009 △86,702

減価償却費 40,642 37,926

のれん償却額 － 3,700

株式報酬費用 5,657 5,089

退職給付引当金の増減額（△は減少） 891 977

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,565 △4,206

賞与引当金の増減額（△は減少） 59,434 △38,642

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △45,320 △13,795

受取利息及び受取配当金 △7,858 △2,048

支払利息 － 93

投資有価証券評価損益（△は益） 1,402 －

関係会社出資金売却損 － 118,115

売上債権の増減額（△は増加） 251,741 33,888

たな卸資産の増減額（△は増加） △168,049 △85,181

未収入金の増減額（△は増加） 4,956 △8,070

前渡金の増減額（△は増加） 6,634 4,801

仕入債務の増減額（△は減少） △98,601 30,354

未払金の増減額（△は減少） 16,901 24,766

その他 7,990 21,008

小計 345,997 42,075

利息及び配当金の受取額 5,221 4,222

利息の支払額 － △752

法人税等の支払額 △246,058 △7,027

営業活動によるキャッシュ・フロー 105,160 38,517

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 －

有形固定資産の取得による支出 △159,241 △5,920

無形固定資産の取得による支出 △7,281 △28

投資有価証券の取得による支出 △49,755 △240

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却に
よる支出

－ △486,256

その他 △2,210 718

投資活動によるキャッシュ・フロー 81,511 △491,727

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 － △585

配当金の支払額 △151,282 △151,282

財務活動によるキャッシュ・フロー △151,282 △151,867

現金及び現金同等物に係る換算差額 △85,406 2,992

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △50,017 △602,083

現金及び現金同等物の期首残高 1,719,304 2,129,122

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,669,286 1,527,038
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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 

（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  814,624  602,711  52,348  1,469,684  －  1,469,684

(2）セグメント間の内部売上高  －  －  －  －  －  －

計  814,624  602,711  52,348  1,469,684  －  1,469,684

  営業利益  236,545  232,570  2,143  471,258 (△200,220)  271,037

  
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  444,935  307,316  3,349  755,602  －  755,602

(2）セグメント間の内部売上高  －  －  －  －  －  －

計  444,935  307,316  3,349  755,602  －  755,602

  営業利益  120,918  93,099  1,463  215,481 (△195,347)  20,133

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 
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前第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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。 

   

 当社は、平成21年12月17日付で、蘇州美柯達探傷器材有限公司及び上海蘇州美柯達探傷器材有限公司の全ての

出資持分を売却いたしました。この結果、当第１四半期連結会計期間において利益剰余金が 千円減少

し、当第１四半期連結会計期間末において利益剰余金が 千円となっております。 

〔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 
 952,723  384,740  101,804  30,416  1,469,684  －  1,469,684

(2）セグメント間の内部

売上高 
 63,362  83,823  －  －  147,185 (△147,185)  －

計  1,016,085  468,563  101,804  30,416  1,616,870 (△147,185)  1,469,684

   営業利益  311,281  140,194  12,735  7,046  471,258 (△200,220)  271,037

  
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 
 610,776  26,545  77,135  41,144  755,602  －  755,602

(2）セグメント間の内部

売上高 
 31,562  6,844  －  －  38,406 (△38,406)  －

計  642,338  33,390  77,135  41,144  794,008 (△38,406)  755,602

   営業利益  174,906  27,998  6,349  6,227  215,481 (△195,347)  20,133

〔海外売上高〕

  中国 韓国 タイ その他 合計

Ⅰ．海外売上高（千円）  400,250  101,804  32,215  46,995  581,266

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  －  －  1,469,684

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 27.2  6.9  2.2  3.2  39.6

  中国 韓国 タイ その他 合計

Ⅰ．海外売上高（千円）  27,653  77,385  41,144  27,069  173,253

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  －  －  755,602

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 3.7  10.2  5.4  3.6  22.9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

407,026

3,805,206
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