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1.  平成22年6月期第3四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成22年3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6月期第3四半期 19,482 7.5 1,815 32.2 2,311 30.6 1,780 91.1
21年6月期第3四半期 18,117 ― 1,372 ― 1,770 ― 931 ―

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6月期第3四半期 32.43 ―
21年6月期第3四半期 16.97 ―

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6月期第3四半期 29,754 20,970 70.5 382.01
21年6月期 27,906 20,205 72.4 368.06

（参考） 自己資本   22年6月期第3四半期  20,970百万円 21年6月期  20,205百万円

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6月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
22年6月期 ― 8.00 ―
22年6月期 

（予想）
8.00 16.00

3.  平成22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6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  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 24,500 5.1 2,000 29.1 2,500 20.4 1,900 96.7 34.61
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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．平成22年２月10日付で公表いたしました連結業績予想を本資料において修正しております。修正の理由等については、平成22年５月12日付で開示い
たしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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。なお、業績予想に関する事項については、３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。 

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6月期第3四半期 56,590,410株 21年6月期  56,590,410株
② 期末自己株式数 22年6月期第3四半期  1,695,379株 21年6月期  1,694,511株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第3四半期 54,895,540株 21年6月期第3四半期 54,896,549株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善による輸出の緩やかな増加、政府による経済対

策の効果等により、世界的な金融危機による景気低迷から持ち直しの動きが見られるものの、依然として海外経済の

下振れ懸念やデフレ傾向等のリスクが残されており、先行きについては不透明な状況が続いております。 

このような経済環境のもと、当社グループの経営環境におきましても厳しい状況が続いておりますが、環境変化に

機動的に即応し、効率性や採算性を考慮した社内体制の強化・整備を図り、利益重視の経営を推進いたしました。 

当第３四半期連結累計期間の売上高は194億８千２百万円（前年同四半期比7.5％増）となりました。利益面につき

ましては、営業利益は18億１千５百万円（前年同四半期比32.2％増）、経常利益は23億１千１百万円（前年同四半期

比30.6％増）、四半期純利益は17億８千万円（前年同四半期比91.1％増）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合計は、前連結会計年度末と比較して18億４千８百万円増加し、297億

５千４百万円となりました。主な要因は、流動資産の受取手形及び売掛金17億５千５百万円増加等であります。  

 当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して10億８千３百万円増加し、87億８

千４百万円となりました。主な要因は、流動負債の支払手形及び買掛金15億７千４百万円増加、未払法人税等２億８

千６百万円減少、固定負債の負ののれん３億１千４百万円減少等であります。 

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末と比較して７億６千４百万円増加し、209

億７千万円となりました。主な要因は、四半期純利益17億８千万円を計上したこと、配当金９億８千８百万円の支払

等であります。この結果、自己資本比率は70.5％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連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、48億７

千１百万円となり、前連結会計年度末と比較して７億６千８百万円増加となりました。 

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。 

（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18億１千８百万円（前年同期は14億４千万円の獲得）となりました。これは主に、

税金等調整前四半期純利益21億２千６百万円、仕入債務の増加額15億６千９百万円、たな卸資産の減少額２億１千８

百万円、賞与引当金増加額１億４千４百万円等の収入に対し、売上債権の増加額20億７千５百万円等の支出があった

ことによるものであります。 

（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２百万円（前年同期は28億３百万円の使用）となりました。これは主に、貸付金の

回収による収入４億１千９百万円、定期預金の払戻による収入３億円等の収入に対し、貸付による支出５億９百万

円、事業譲受による支出１億２千９百万円、関係会社株式の取得による支出５千５百万円、有形固定資産の取得によ

る支出５千３百万円等の支出があったことによるものであります。 

（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10億３千７百万円（前年同期は11億６千８百万円の使用）となりました。これは主

に、配当金の支払額９億８千８百万円等の支出があっ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業績の進捗状況等を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成22年２月10

日付「業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしました、平成22年６月期の通期連結業績予想を修正してお

ります。詳細につきましては、平成22年５月12日付で開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照ください。 

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

３．連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

１．簡便な会計処理 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等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と認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地

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。  

③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。 

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。  

会計処理基準に関する事項の変更 

１．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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結

会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期連結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。 

  これにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は420百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益は、それぞれ96百万円増加しております。 

２．「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 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ことになったことに伴い、第１四半期連結会計期間よりこれらの会計基準等を 

適用しております。  

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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年３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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,901 4,132

受取手形及び売掛金 6,552 4,797

リース投資資産 468 528

商品及び製品 2,797 2,521

仕掛品 123 137

未成工事支出金 201 547

原材料及び貯蔵品 597 629

繰延税金資産 721 887

短期貸付金 555 439

未収還付法人税等 354 241

その他 770 666

貸倒引当金 △151 △90

流動資産合計 17,893 15,437

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,678 1,760

土地 4,274 4,274

その他（純額） 402 463

有形固定資産合計 6,355 6,499

無形固定資産   

のれん 1,125 1,045

その他 242 297

無形固定資産合計 1,368 1,342

投資その他の資産   

投資有価証券 2,402 2,527

長期貸付金 253 281

繰延税金資産 1,362 1,368

その他 277 579

貸倒引当金 △159 △130

投資その他の資産合計 4,136 4,626

固定資産合計 11,860 12,468

資産合計 29,754 27,906
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年３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６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,738 2,163

未払法人税等 36 322

賞与引当金 227 84

製品保証引当金 30 31

受注損失引当金 23 －

その他 1,903 1,981

流動負債合計 5,959 4,583

固定負債   

長期借入金 － 8

退職給付引当金 564 565

負ののれん 853 1,167

その他 1,407 1,374

固定負債合計 2,824 3,117

負債合計 8,784 7,700

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 9,049 9,049

利益剰余金 8,882 8,090

自己株式 △1,139 △1,139

株主資本合計 21,791 20,999

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △417 △413

繰延ヘッジ損益 － 1

為替換算調整勘定 △404 △382

評価・換算差額等合計 △821 △794

純資産合計 20,970 20,205

負債純資産合計 29,754 27,906
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 18,117 19,482

売上原価 11,230 12,437

売上総利益 6,887 7,045

販売費及び一般管理費   

役員報酬 122 155

給料及び手当 1,979 1,758

賞与 357 169

賞与引当金繰入額 48 134

退職給付費用 140 170

減価償却費 144 174

のれん償却額 47 115

貸倒引当金繰入額 10 92

その他 2,664 2,459

販売費及び一般管理費合計 5,514 5,229

営業利益 1,372 1,815

営業外収益   

受取利息 7 8

受取配当金 7 10

為替差益 13 18

負ののれん償却額 314 314

持分法による投資利益 － 1

その他 80 182

営業外収益合計 424 536

営業外費用   

支払利息 3 5

持分法による投資損失 10 －

その他 13 34

営業外費用合計 27 40

経常利益 1,770 2,311

特別利益   

投資有価証券売却益 － 16

事業譲渡益 290 －

その他 19 3

特別利益合計 309 20

特別損失   

投資有価証券評価損 604 162

その他 23 42

特別損失合計 627 204

税金等調整前四半期純利益 1,452 2,126

法人税、住民税及び事業税 308 158

法人税等調整額 212 188

法人税等合計 520 346

四半期純利益 931 1,780
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３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 1,452 2,126

減価償却費 322 275

負ののれん償却額 △314 △314

投資有価証券評価損益（△は益） 604 162

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △16

事業譲渡損益（△は益） △290 －

製品保証引当金の増減額（△は減少） △49 △1

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8 90

賞与引当金の増減額（△は減少） 167 144

受取利息及び受取配当金 △15 △18

支払利息 3 5

売上債権の増減額（△は増加） 1,068 △2,075

たな卸資産の増減額（△は増加） 114 218

仕入債務の増減額（△は減少） △2,152 1,569

その他 63 261

小計 966 2,426

利息及び配当金の受取額 15 18

利息の支払額 △3 △5

法人税等の支払額 △417 △865

法人税等の還付額 879 244

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,440 1,818

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

定期預金の払戻による収入 － 300

有形固定資産の取得による支出 △153 △53

無形固定資産の取得による支出 △99 △15

投資有価証券の取得による支出 △819 △20

投資有価証券の売却による収入 336 59

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△159 －

関係会社株式の取得による支出 － △55

貸付けによる支出 △3,361 △509

貸付金の回収による収入 1,300 419

事業譲受による支出 △100 △129

事業譲渡による収入 252 －

その他 2 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,803 △2

あい ホールディングス㈱（3076）平成22年６月期　第３四半期決算短信

- 8 -



（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31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 80 －

短期借入金の返済による支出 △24 －

長期借入れによる収入 90 －

長期借入金の返済による支出 △170 △8

社債の償還による支出 △50 －

配当金の支払額 △1,097 △988

その他 3 △40

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,168 △1,037

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15 △10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,547 768

現金及び現金同等物の期首残高 4,818 4,103

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,270 4,871
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該当事項はありません。 

  

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）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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