
  

１．平成22年９月期第３四半期の連結業績（平成21年10月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

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） 
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四半期決算補足説明資料作成の有無： 有 ・無     

四半期決算説明会開催の有無      ： 有 ・無     

  （百万円未満切捨て）

（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３四半期  2,581  △42.6  231  △58.2  251  △58.1  25  △90.0

21年９月期第３四半期  4,501  △18.5  553  △47.7  600  △44.1  251  △50.6

  
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３四半期  5  88  －  －

21年９月期第３四半期  58  29  －  －

  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３四半期  7,734  6,452  82.1  1,469  00

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３四半期 6,349百万円 21年９月期 6,482百万円

  
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 

21年９月期  －        －      －      35 00  35  00

22年９月期  －        －      －     

22年９月期（予想） －       －      

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 有 ・無

  （％表示は、対前期増減率）

  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 

通期  4,124  △31.7  392  △51.4  435  △50.6  184  △32.1  42  74

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 有 ・無



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ． 「その他」をご覧ください。） 

新規       －社 （社名）                        、除外       －社  （社名） 

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

  

（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 

（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） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

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は終了しております。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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。  

  

2

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 有 ・無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 有 ・無

① 会計基準等の改正に伴う変更： 有 ・無

② ①以外の変更       ： 有 ・無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年９月期３Ｑ 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３Ｑ 629,753株 21年９月期 629,512株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年９月期３Ｑ 4,322,318株 21年９月期３Ｑ 4,322,352株
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（１）重要な子会社の異動の概要 

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、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。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

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、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。 

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、第３四半期連結累計期間

では「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。  

  

  

１．その他の情報



２．四半期連結財務諸表 
（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21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,140,441 2,829,122

受取手形及び売掛金 1,365,268 1,591,951

商品及び製品 275,783 383,648

仕掛品 157,844 167,755

原材料及び貯蔵品 233,946 345,847

その他 592,656 222,471

貸倒引当金 △1,185 △9,222

流動資産合計 4,764,755 5,531,575

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 915,234 888,995

土地 1,121,256 1,116,394

その他（純額） 215,920 400,996

有形固定資産合計 2,252,411 2,406,386

無形固定資産 138,051 183,095

投資その他の資産   

投資有価証券 347,746 370,102

その他 231,496 146,709

投資その他の資産合計 579,243 516,812

固定資産合計 2,969,705 3,106,293

資産合計 7,734,460 8,637,868

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 609,213 600,094

短期借入金 40,000 10,000

未払法人税等 142,418 79,608

賞与引当金 44,679 76,190

役員賞与引当金 10,756 44,048

その他 212,630 651,094

流動負債合計 1,059,696 1,461,035

固定負債   

退職給付引当金 16,935 14,719

役員退職慰労引当金 129,518 129,205

その他 76,266 87,410

固定負債合計 222,720 231,335

負債合計 1,282,417 1,692,370



（単位：千円）

当第３四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21年９月30日) 

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 3,881,953 4,008,531

自己株式 △696,442 △696,106

株主資本合計 6,431,010 6,557,924

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △40,201 △27,771

為替換算調整勘定 △41,641 △47,364

評価・換算差額等合計 △81,843 △75,136

新株予約権 46,710 35,669

少数株主持分 56,165 427,039

純資産合計 6,452,043 6,945,497

負債純資産合計 7,734,460 8,637,868



（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10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 4,501,591 2,581,073

売上原価 2,746,281 1,469,169

売上総利益 1,755,310 1,111,903

販売費及び一般管理費 1,201,589 880,809

営業利益 553,721 231,094

営業外収益   

受取利息 9,100 1,092

受取配当金 30,185 6,632

為替差益 6,419 10,999

その他 4,204 2,026

営業外収益合計 49,909 20,751

営業外費用   

支払手数料 1,148 449

その他 1,749 379

営業外費用合計 2,898 828

経常利益 600,732 251,016

特別利益   

固定資産売却益 － 169

特別利益合計 － 169

特別損失   

関係会社出資金売却損 － 148,057

株式公開買付対応費用 － 33,776

その他 － 3,766

特別損失合計 － 185,600

税金等調整前四半期純利益 600,732 65,585

法人税、住民税及び事業税 214,270 206,943

法人税等調整額 32,852 △176,618

法人税等合計 247,122 30,324

少数株主損益調整前四半期純利益 － 35,260

少数株主利益 101,679 9,852

四半期純利益 251,930 25,407



該当事項はありません。  

  

  

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、第１四半期連結会計期間において利益剰余金が407,026千円減少し、当第３

四半期連結累計期間末において利益剰余金が 千円となっております。 

  

  

（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

3,881,953
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