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1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年6月30日）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 4,638 0.9 △51 ― △52 ― △54 ―

22年３月期第１四半期 4,599 △24.7 △92 ― △89 ― △58 ―

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

23年３月期第１四半期 △８ 54 ―

22年３月期第１四半期 △９ 25 ―

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 15,555 6,125 39.4 966 67

22年３月期 17,058 6,232 36.5 983 46

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 6,125百万円 22年３月期 6,232百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 ― ５ 00 ― ５ 00 10 00

23年３月期 ―

23年３月期(予想) ５ 00 ― ５ 00 10 00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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) 11,450 7.6 39 ― 32 ― △12 ― △1 89

通期 24,500 0.9 280 30.1 264 13.7 92 108.8 14 52

IWATA
新規スタンプ



 

 
  (注)「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・表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

・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。業績予想の前提となる条件等については、四半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想

に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.３ 「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  ― 社 (            )、除外  ― 社 (            )

  (注)当四半期会計期間における連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

  (注)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の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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) 23年３月期１Ｑ 6,470,000株 22年３月期 6,470,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 133,089株 22年３月期 132,338株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 6,337,302株 22年３月期１Ｑ 6,338,312株

(注意事項)
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※ 当社は、四半期決算の補足説明資料を作成しており、決算短信発表後、速やかに当社ホーム

ページに掲載する予定です。 

  

○添付資料の目次
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当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日～平成22年６月30日）におけるわが国経済は、在庫調整
の進展や海外経済の回復を背景とした輸出や生産の増加等により、緩やかな回復の兆しが見られたもの
の、依然として厳しさが残る雇用情勢や個人消費等に加え、欧州での金融不安の影響もあり、先行きの不
透明感は拭えず、企業の設備投資意欲は引き続き冷え込んだ状況で推移いたしました。  
 このような状況のもと、当企業グループにおきましては、今期より新たに開始した中期三ヵ年経営計画
のもと、「経営基盤の強化と企業価値の向上」を経営基本方針に掲げ、筋肉質な経営基盤作りに集中的に
取り組むため、既存事業領域である石油化学、鉄鋼、電力業界等においては既存顧客の深耕・拡大営業に
注力し、当社の強みである全国35ヶ所のセールスネットワークによる情報網と豊富な取扱商品群を活かし
て、安定運転維持に必要な計測制御機器・メンテナンス機器の拡販や、先端技術開発部門への研究開発関
連機器等の提案営業に努めてまいりました。また、成長戦略のための先行投資分野である自動車産業市場
と中国市場においては、引き続き、収益基盤の構築に邁進してまいりました。  
 管理面におきましては、役員・執行役員の報酬及び管理職手当の一部カットを継続する等、前期に引き
続き経費節減運動（CD10運動）による損益分岐点の改善に取り組んでまいりました。  
 その結果、受注高においては回復傾向が見られたものの、当第１四半期連結会計期間の売上高は46億38
百万円（前年同四半期比0.9％増）となり、売上総利益は7億40百万円（前年同四半期比1.8％減）となり
ました。  
 販売費及び一般管理費は、全社的な経費節減運動の推進により前年同四半期比で減少しましたが、営業
損失は51百万円（前年同四半期は営業損失92百万円）、経常損失は52百万円（前年同四半期は経常損失89
百万円）、四半期純損失は54百万円（前年同四半期は四半期純損失58百万円）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ15億３百万円減少し155億55
百万円となりました。これは受取手形及び売掛金が前連結会計年度末に比べ15億82百万円減少したことが
主な要因であります。  
 一方負債の部では主に支払手形及び買掛金が前連結会計年度末に比べ13億45百万円減少したことにより
負債合計は前連結会計年度末に比べ13億96百万円減少し94億29百万円となりました。  
 純資産は剰余金の配当による減少が31百万円あること、四半期純損失が54百万円であること等により前
連結会計年度末に比べ１億７百万円減少し61億25百万円となりました。  
 その結果、自己資本比率は39.4%、１株当たり純資産は966.67円となりました。  
  
営業活動によるキャッシュ・フロー  
 営業活動の結果、減少した資金は１億79百万円となり、前年同四半期２億73百万円の増加に比べ４億53
百万円減少いたしました。これは主に、売上債権の増減額の減少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、減少した資金は６百万円となり、前年同四半期38百万円の減少に比べ支出が32百万円
減少いたしました。これは主に、無形固定資産の取得による支出の減少によるものであります。  
 これにより、営業活動によるキャッシュ・フローと、投資活動によるキャッシュ・フローをあわせたフ
リー・キャッシュ・フローは、１億85百万円のマイナスとなりました。  
  
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31百万円となり、前年同四半期５億54百万円の減少に比べ５億22百万
円増加いたしました。これは主に、前年同四半期において短期借入金の純増減額の減少がありましたが、
当四半期には無かったことによるものであります。  
 以上の結果、第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ２億
17百万円減少し、27億13百万円となりました。  

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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
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今後の見通しといたしましては、我が国経済が緩やかな回復の兆しを見せる一方で、円高や欧州金融不
安などの不安定要素もあり、国内市場での当企業グループ事業領域における設備投資については、なお慎
重な姿勢をとる企業が多いものと予想されます。当企業グループの業績につきましては国内及び上海現地
法人の受注環境も好転する等、明るい材料も見られるものの、当面の経営環境は引き続き厳しいものにな
ると考えております。このような状況のもと、当企業グループの強みである全国のセールスネットワーク
を活かした顧客にとって有益な情報の提供と、現場戦力の強化・育成に注力することにより、提案型技術
商社として付加価値の高いベストな提案を行い、顧客満足度の一層の向上に努めることで、経営計画の実
現に邁進してまいります。  
 なお、第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、現時点では平成22年５月14日に発表い
たしました業績予想通りであります。  
  

  
  

該当事項はありません。 
  

 固定資産の減価償却の算定方法 
 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の額を期間按分して算定する方
法によっております。 

  

①資産除去債務に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20
年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成
20年３月31日）を適用しております。 
これにより、営業損失及び経常損失はそれぞれ472千円増加、税金等調整前四半期純損失は7,280千円

増加しております。 

②企業結合に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「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。 
「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）を適用したことによ

り、連結子会社の資産及び負債の評価を部分時価評価法から全面時価評価法に変更しております。これ
による損益に与える影響はありません。 

③四半期連結損益計算書の表示方法の変更 

「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)の適用に伴い、当第１四半期連結
累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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22年６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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,713,594 2,930,840

受取手形及び売掛金 9,087,380 10,669,552

商品及び製品 561,386 272,638

仕掛品 23,957 11,270

原材料 48,507 35,157

その他 378,140 359,898

貸倒引当金 △10,822 △12,735

流動資産合計 12,802,144 14,266,622

固定資産

有形固定資産 1,534,896 1,545,915

無形固定資産 97,733 109,877

投資その他の資産

その他 1,205,624 1,222,186

貸倒引当金 △85,069 △86,131

投資その他の資産合計 1,120,555 1,136,055

固定資産合計 2,753,184 2,791,847

資産合計 15,555,328 17,058,469

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,123,270 9,468,375

短期借入金 81,852 83,494

1年内返済予定の長期借入金 － 100,000

未払法人税等 13,175 4,853

引当金 39,805 223,500

その他 307,800 199,207

流動負債合計 8,565,904 10,079,430

固定負債

長期借入金 600,000 500,000

引当金 263,061 245,547

その他 680 680

固定負債合計 863,741 746,227

負債合計 9,429,645 10,825,658
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,533,400 1,533,400

資本剰余金 1,567,550 1,567,550

利益剰余金 3,061,198 3,147,035

自己株式 △47,961 △47,779

株主資本合計 6,114,187 6,200,205

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 16,506 38,614

為替換算調整勘定 △5,010 △6,009

評価・換算差額等合計 11,495 32,605

純資産合計 6,125,683 6,232,811

負債純資産合計 15,555,328 17,058,469

-5-

英和㈱ (9857)　平成23年３月期　第１四半期決算短信



(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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 4,599,321 4,638,617

売上原価 3,845,429 3,898,316

売上総利益 753,891 740,301

販売費及び一般管理費

役員報酬及び給料手当 387,820 372,479

賞与引当金繰入額 40,917 36,855

役員賞与引当金繰入額 3,000 250

退職給付費用 27,024 24,960

役員退職慰労引当金繰入額 4,202 4,200

貸倒引当金繰入額 16,350 －

その他 367,513 353,376

販売費及び一般管理費合計 846,827 792,121

営業損失（△） △92,935 △51,820

営業外収益

受取利息 388 784

受取配当金 3,193 2,804

仕入割引 3,302 3,146

その他 5,103 2,737

営業外収益合計 11,987 9,473

営業外費用

支払利息 3,736 3,124

支払保証料 3,630 3,451

為替差損 767 84

その他 898 3,074

営業外費用合計 9,033 9,735

経常損失（△） △89,981 △52,081

特別利益

貸倒引当金戻入額 2,405 3,185

過年度損益修正益 21,987 －

特別利益合計 24,392 3,185

特別損失

ソフトウエア除却損 － 10,451

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,808

特別損失合計 － 17,259

税金等調整前四半期純損失（△） △65,588 △66,155

法人税、住民税及び事業税 12,061 8,654

法人税等調整額 △19,050 △20,662

法人税等合計 △6,988 △12,007

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △54,148

四半期純損失（△） △58,600 △54,148
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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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６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損失（△） △65,588 △66,155

減価償却費 21,016 18,921

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,808

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,944 △2,975

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,102 15,875

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,790 1,638

受取利息及び受取配当金 △3,581 △3,588

支払利息 3,736 3,124

為替差損益（△は益） 999 △1,641

無形固定資産除却損 － 10,451

売上債権の増減額（△は増加） 3,023,299 1,582,301

たな卸資産の増減額（△は増加） △126,985 △314,761

その他の流動資産の増減額（△は増加） 49,495 15,188

仕入債務の増減額（△は減少） △2,316,571 △1,345,302

その他の流動負債の増減額（△は減少） △189,834 △68,934

その他 △39,868 △7,687

小計 389,953 △156,739

利息及び配当金の受取額 3,220 2,345

利息の支払額 △3,941 △2,220

法人税等の支払額 △115,318 △22,876

営業活動によるキャッシュ・フロー 273,913 △179,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △3,316 △1,443

無形固定資産の取得による支出 △35,000 △3,819

その他 － △900

投資活動によるキャッシュ・フロー △38,316 △6,162

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） △503,611 －

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 － △100,000

自己株式の取得による支出 △162 △181

配当金の支払額 △50,858 △31,804

財務活動によるキャッシュ・フロー △554,632 △31,986

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,284 392

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △315,750 △217,246

現金及び現金同等物の期首残高 2,048,768 2,930,840

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,733,017 2,713,594
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当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

 (追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号
 平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指
針第20号  平成20年３月21日)を適用しております。 
  
当企業グループは、工業用計測制御機器、環境計測・分析機器、測定・検査機器、産業機械等をユーザ

ーへ販売（一部製造販売）することを事業としております。取扱商品の内容、販売市場、販売方法、サー
ビスの提供方法が類似している事等から判断して、当企業グループの事業区分としては単一セグメントで
あるため、記載を省略しております。 

  

  当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

   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) セグメント情報

(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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