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配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年12月期第1四半期の業績（平成22年1月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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12月期第1四半期 1,841 △12.1 102 28.7 101 25.8 60 31.2
21年12月期第1四半期 2,095 ― 79 ― 80 ― 46 ―

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12月期第1四半期 6.78 ―

21年12月期第1四半期 5.17 ―

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12月期第1四半期 12,063 8,668 71.8 965.41
21年12月期 11,685 8,651 74.0 963.54

（参考） 自己資本  22年12月期第1四半期  8,665百万円 21年12月期  8,651百万円

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12月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成22年12月期の業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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 
累計期間

3,600 16.5 192 ― 208 ― 134 ― 14.93

通期 7,200 32.7 384 ― 400 ― 258 ― 28.74
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期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．その他をご覧下さい。 

(2) 四半期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．その他をご覧下さい 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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12月期第1四半期 8,980,500株 21年12月期 8,980,500株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期 4,049株 21年12月期 4,049株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年12月期第1四半期 8,976,451株 21年12月期第1四半期 8,976,488株
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 当第１四半期累計期間における我国経済は、米国金融システム崩壊に端を発した世界同時不況の 悪期を脱し、景

気回復の兆しが窺えますが、その足取りは緩やかな状況です。 

当社の事業環境は、半導体、液晶を主とする電子工業分野の生産増加に伴い、工場稼働率はリーマンショック以前

の状態にまで回復してきているものの、設備投資の更新までには至っておりません。電子部品製造企業向けの売上高

は増加したものの、半導体及び液晶分野向けは、今年に入っての受注が好調に推移し受注残高は大幅に増加してきて

おりますが、当期売上高は減少し、電子工業分野全体においても売上高は減少しました。 

バイオロジカル分野では、病院、医療における感染症対策施設への売上高が大幅に増加したことにより、本分野の

売上高は前年同期比で増加しました。 

製品別では、「クリーンルーム」「ＦＦＵ（ファンフィルターユニット）」「クリーンブース」「無菌アイソレー

ター」が減少し、「クリーンパーティション」「排気ユニット」「ＳＳ－ＭＡＣ」の販売が増加しました。 

   以上の結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高18億41百万円（前年同期比12.1％減）、営業利益１億２百万

円（同28.7％増）、経常利益１億１百万円（同25.8％増）、四半期純利益は60百万円（同31.2％増）となりました。

   今後、電子工業分野への営業活動、新製品開発による差別化、及び基幹部品の内製化による競争力向上をはかり、

売上高の上昇に繋げていく所存です。 

   

（資産） 

 当第１四半期会計期間末の資産は、前事業年度末に比べ３億78百万円増加し120億63百万円となりました。 

 流動資産は、91億52百万円と前事業年度末に比べ３億90百万円の増加となりました。これは、売上高増加による売

上債権（売掛金及び受取手形）の増加によるものであります。 

 固定資産は、29億10百万円と前事業年度末に比べ12百万円の減少となりました。これは、有形固定資産の減価償却

費13百万円を計上した事によるものです。 

（負債） 

 当第１四半期会計期間末の負債は、前事業年度末に比べ３億60百万円増加し33億94百万円となりました。 

 流動負債は、生産高の増加による支払手形及び買掛金が増加した事により、前事業年度末に比べ２億68百万円増加

し25億26百万円となりました。 

 固定負債は、前事業年度末に比べ91百万円増加し８億68百万円となりました。これは、社債１億円の増加によるも

のであります。 

（純資産） 

 当第１四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べ17百万円増加し86億68百万円となりました。これは主

に、前事業年度決算配当支出による利益剰余金の減少44百万円及び四半期純利益60百万円によるものです。 

  

  

現時点での業績予想につきましては、平成22年２月15日に発表した内容に変更はありません。  

  

  

①棚卸資産の評価方法 

  当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基

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、棚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格を見積

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 

  固定資産の事業年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按

分する方法によっております。 

③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 

  法人税等の納付税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、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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状況に著しい変化がないと認められる場合には、前事業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、前事業年度末以降に経営環境等、または、一時差異等の発生状

況に著しい変化が認められる場合には、前事業年度において使用した将来の業績予想やタックス・プランニ

ングに著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

   

  

  

（２）四半期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

  
当第１四半期会計期間 

（自 平成22年１月１日 
至 平成22年３月31日） 

 会計処理基準に関する事項の変更   工事売上高及び工事売上原価の計上基準の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従

来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事

契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平

成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成

19年12月27日）を当第１四半期会計期間より適用

し、当第１四半期会計期間に着手した請負工事か

ら、当第１四半期会計期間末までの進捗部分につい

て成果の確実性が認められる請負工事については工

事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

を、その他の工事については工事完成基準を適用し

ております。 

 なお、この変更による損益に与える影響はありま

せん。 

- 4 -

日本エアーテック株式会社（6291）平成22年12月期　第１四半期決算短信（非連結）



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,528,524 5,389,634

受取手形及び売掛金 2,743,756 2,314,693

有価証券 95,134 95,110

商品及び製品 227,790 409,240

仕掛品 324,286 271,488

原材料及び貯蔵品 156,297 155,307

その他 79,693 129,133

貸倒引当金 △2,719 △2,366

流動資産合計 9,152,763 8,762,241

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,691,534 1,691,534

その他 793,153 805,930

有形固定資産合計 2,484,688 2,497,464

無形固定資産 68,539 71,214

投資その他の資産   

その他 387,829 384,776

貸倒引当金 △30,641 △30,681

投資その他の資産合計 357,188 354,095

固定資産合計 2,910,416 2,922,774

資産合計 12,063,179 11,685,016

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,539,363 1,369,636

短期借入金 370,000 370,000

1年内償還予定の社債 － 100,000

1年内返済予定の長期借入金 42,984 42,984

未払法人税等 7,007 12,834

賞与引当金 110,802 39,833

受注損失引当金 6,137 2,267

その他 449,968 319,975

流動負債合計 2,526,264 2,257,532

固定負債   

社債 200,000 100,000

長期借入金 96,554 110,882

退職給付引当金 496,587 487,932

その他 74,860 77,392

固定負債合計 868,001 776,206

負債合計 3,394,265 3,033,738
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,481,191 1,481,191

資本剰余金 1,488,611 1,488,611

利益剰余金 5,700,978 5,685,018

自己株式 △3,164 △3,164

株主資本合計 8,667,616 8,651,656

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,649 △2,521

評価・換算差額等合計 △1,649 △2,521

新株予約権 2,946 2,143

純資産合計 8,668,914 8,651,277

負債純資産合計 12,063,179 11,685,016
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高 2,095,488 1,841,378

売上原価 1,729,367 1,456,564

売上総利益 366,121 384,813

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 42,596 49,347

役員報酬 31,873 20,422

給料 94,340 91,853

賞与引当金繰入額 17,044 19,759

退職給付費用 6,317 5,368

その他 93,975 95,135

販売費及び一般管理費合計 286,147 281,887

営業利益 79,973 102,926

営業外収益   

受取利息 3,211 1,249

受取配当金 125 25

為替差益 1,069 －

その他 3,525 3,104

営業外収益合計 7,931 4,378

営業外費用   

支払利息 3,375 2,305

社債発行費 2,509 2,509

その他 1,035 606

営業外費用合計 6,920 5,421

経常利益 80,984 101,883

税引前四半期純利益 80,984 101,883

法人税、住民税及び事業税 59,876 3,147

法人税等調整額 △25,273 37,892

法人税等合計 34,603 41,040

四半期純利益 46,380 60,842
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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  該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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