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(百万円未満切捨て)

1.  平成23年３月期第３四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年12月31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３四半期 32,219 3.4 3,245 △15.0 3,242 △14.8 1,779 △19.0

22年３月期第３四半期 31,157 △5.5 3,818 18.3 3,804 15.8 2,198 9.7

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３四半期 91 .50 ─

22年３月期第３四半期 112 .99 ─

  (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３四半期 54,702 34,279 62.7 1,766 .71

22年３月期 51,444 33,836 65.8 1,739 .28

(参考) 自己資本 23年３月期第３四半期 34,279百万円 22年３月期 33,836百万円

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 ─ 15 .00 ─ 32 .00 47 .00

23年３月期 ─ 21 .00 ─

23年３月期(予想) 18 .00 39 .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、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 45,290 3.4 4,790 0.6 4,710 △0.6 2,570 △6.2 132 .11



  

 
  

 
(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。 

  

 
(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。 

  

 
  

    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及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四

半期決算短信【添付資料】P.３「(3)連結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.４「２．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

(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。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(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

(4) 発行済株式数（普通株式）

①  期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期３Ｑ 20,688,135株 22年３月期 20,688,135株

②  期末自己株式数 23年３月期３Ｑ 1,285,163株 22年３月期 1,233,834株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期３Ｑ 19,451,847株 22年３月期３Ｑ 19,454,404株

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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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、企業収益の改善や設備投資の持ち直し等一部で回

復傾向が見られたものの、雇用の低迷や、長引く円高等により依然先行きが不透明であり、厳しい状況

が続きました。 

当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、全体では、前年同四半期比3.4％増の322億19百万円とな

りました。部門別では、研究・産業機器部門は前年同四半期比7.8％増の251億82百万円となり、一方、

病院・介護部門は、前年同四半期の新型インフルエンザ関連商品の寄与が無くなったこともあり、前年

同四半期比9.7％減の70億36百万円となりました。 

販売費及び一般管理費は全体で前年同四半期比７億97百万円増加の68億42百万円となりました。主な

増加要因は「研究用総合機器カタログ2011」及び「サンクアスト産業用研究機器カタログ2011」の主要

な２カタログの発刊によるカタログ費の増加４億７百万円及び租税公課の増加１億44百万円でありま

す。 

この結果、営業利益は32億45百万円（前年同四半期比15.0％減）、経常利益は32億42百万円（同

14.8％減）となり、特別損失に資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額２億64百万円を計上したこと

により、四半期純利益は17億79百万円（同19.0％減）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の流動資産は、362億64百万円（前連結会計年度末比28億79百万円減）

となりました。この増減は、主として現金及び預金が33億23百万円減少したこと、受取手形及び売掛金

が13億22百万円減少した一方、たな卸資産が14億15百万円増加したこと等によるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の固定資産は、184億37百万円（前連結会計年度末比61億38百万円増）

となりました。この増減は主として投資不動産が48億97百万円増加したこと等によるものであります。

以上により、当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、547億２百万円（前連結会計年度末比32億

58百万円増）となりました。 

当第３四半期連結会計期間末の流動負債は、147億90百万円（前連結会計年度末比21億79百万円増）

となりました。この増減は、一年内に返済期限が到来する長期借入金36億50百万円を短期借入金に振替

えたこと等により、短期借入金が純額で32億80百万円増加した一方、未払法人税等が５億63百万円減少

したこと等によるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の固定負債は、56億32百万円（前連結会計年度末比６億35百万円増）と

なりました。この増減は、投資不動産の購入に伴う長期借入金40億円が増加した一方、一年内に返済期

限が到来する長期借入金36億50百万円を短期借入金に振替えたため、純額で長期借入金が３億50百万円

増加したこと、資産除去債務が３億98百万円増加したこと等によるものであります。 

 以上により、当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、204億23百万円（前連結会計年度末比28億

15百万円増）となりました。 

  当第３四半期連結会計期間末の純資産の部は、342億79百万円（前連結会計年度末比４億42百万円

増）となりました。この増減は、主として利益剰余金が７億48百万円増加した一方、その他有価証券評

価差額金が１億61百万円減少したこと等によるものであります。 

  

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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（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ５億23百

万円減少し、23億35百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益による30億39百万円の収入、売上

債権の増減額による13億17百万円の収入等の一方、たな卸資産の増減額による14億21百万円の支出、法

人税等の支払による18億81百万円の支出等があり、合計で12億54百万円の収入となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入と払戻との差引による28億円の収入等の一

方、投資不動産の取得による49億52百万円の支出等があり、合計で42億56百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる40億円の収入等の一方、配当金の支払によ

る９億98百万円の支出等があり、合計で24億95百万円の収入となりました。 

  

現時点では平成22年10月29日公表の業績予想は変更しておりません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

（7476）平成23年3月期第3四半期決算短信

- 3 -

motoysa1
ロゴ



該当事項はありません。 

  

  （簡便な会計処理） 

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。

当第３四半期連結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、第２四半期連結会計

期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出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額

を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

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。 

    （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。 

  

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、この会計基準を適用しなかった場合に比べ、営業利益及び経常利益がそれぞれ20,890千

円減少し、税金等調整前四半期純利益が285,029千円減少しております。 

  

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

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

②棚卸資産の評価方法

③固定資産の減価償却費の算定方法

(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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,425,595 18,749,575

受取手形及び売掛金 15,152,047 16,474,483

たな卸資産 4,758,619 3,342,850

繰延税金資産 404,745 414,684

その他 537,250 178,867

貸倒引当金 △13,441 △15,704

流動資産合計 36,264,817 39,144,755

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,495,999 2,518,912

土地 3,434,558 3,434,558

その他（純額） 766,159 736,817

有形固定資産合計 6,696,716 6,690,288

無形固定資産 1,517,031 1,256,346

投資その他の資産   

投資有価証券 4,180,839 3,427,141

繰延税金資産 644,173 423,302

投資不動産（純額） 4,897,787 －

その他 549,611 553,295

貸倒引当金 △48,293 △50,601

投資その他の資産合計 10,224,118 4,353,138

固定資産合計 18,437,867 12,299,773

資産合計 54,702,684 51,444,529

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,259,169 8,973,540

短期借入金 3,880,000 600,000

未払法人税等 495,535 1,059,359

賞与引当金 254,274 220,256

その他 901,431 1,757,541

流動負債合計 14,790,410 12,610,698

固定負債   

長期借入金 4,425,000 4,075,000

退職給付引当金 215,359 289,809

役員退職慰労引当金 321,846 300,974

資産除去債務 398,681 －

その他 271,993 331,542

固定負債合計 5,632,880 4,997,326

負債合計 20,423,291 17,608,024
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,075,000 5,075,000

資本剰余金 5,469,500 5,469,500

利益剰余金 26,405,621 25,656,760

自己株式 △2,786,070 △2,697,412

株主資本合計 34,164,051 33,503,847

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 203,422 364,836

繰延ヘッジ損益 △29,890 1,015

為替換算調整勘定 △58,189 △33,193

評価・換算差額等合計 115,342 332,657

純資産合計 34,279,393 33,836,505

負債純資産合計 54,702,684 51,444,529
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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：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 31,157,896 32,219,239

売上原価 21,294,408 22,130,655

売上総利益 9,863,488 10,088,583

販売費及び一般管理費 6,045,403 6,842,673

営業利益 3,818,084 3,245,909

営業外収益   

受取利息 68,549 57,931

受取配当金 3,843 3,873

為替差益 6,732 34,340

不動産賃貸料 49,088 40,994

その他 10,644 17,282

営業外収益合計 138,859 154,422

営業外費用   

支払利息 54,600 56,782

不動産賃貸原価 93,469 87,667

その他 4,729 13,117

営業外費用合計 152,799 157,568

経常利益 3,804,144 3,242,764

特別利益   

投資有価証券売却益 783 74,906

特別利益合計 783 74,906

特別損失   

投資有価証券評価損 － 14,247

投資有価証券売却損 1,141 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 264,139

特別損失合計 1,141 278,386

税金等調整前四半期純利益 3,803,785 3,039,284

法人税、住民税及び事業税 1,498,995 1,336,637

法人税等調整額 106,547 △77,285

法人税等合計 1,605,542 1,259,351

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,779,933

四半期純利益 2,198,243 1,779,933
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 3,803,785 3,039,284

減価償却費 517,822 631,620

受取利息及び受取配当金 △72,393 △61,804

支払利息 54,600 56,782

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 264,139

売上債権の増減額（△は増加） 1,254,969 1,317,882

たな卸資産の増減額（△は増加） △127,789 △1,421,724

仕入債務の増減額（△は減少） △1,017,092 289,512

その他 △172,546 △964,596

小計 4,241,356 3,151,097

利息及び配当金の受取額 59,413 41,599

利息の支払額 △54,633 △57,294

法人税等の支払額 △1,945,878 △1,881,338

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,300,258 1,254,063

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 △3,970,000 △6,500,000

定期預金の払戻による収入 2,150,000 9,300,000

有形固定資産の取得による支出 △149,744 △365,231

無形固定資産の取得による支出 △386,461 △773,487

投資有価証券の取得による支出 － △2,468,714

投資有価証券の売却による収入 3,976 1,514,620

投資不動産の取得による支出 － △4,952,201

その他 26,620 △11,070

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,325,609 △4,256,085

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） △100,000 △120,000

長期借入れによる収入 － 4,000,000

長期借入金の返済による支出 △200,000 △250,000

リース債務の返済による支出 △47,755 △47,755

自己株式の取得による支出 △445 △88,657

配当金の支払額 △696,109 △998,084

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,044,310 2,495,502

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,630 △17,460

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,066,030 △523,979

現金及び現金同等物の期首残高 3,382,019 2,859,575

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,315,988 2,335,595
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当第３四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31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) 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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(単位：千円) 

 
  

4.  (参考) 四半期財務諸表 (個別)

(1) (参考) 四半期貸借対照表 (個別)

当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日)

資産の部

  流動資産

    現金及び預金 15,003,837 18,330,872

    受取手形及び売掛金 14,892,289 16,245,198

    たな卸資産 4,474,213 3,154,876

    繰延税金資産 392,226 403,348

    その他 511,153 164,998

    貸倒引当金 △13,052 △14,267

    流動資産合計 35,260,667 38,285,027

  固定資産

    有形固定資産

      建物（純額） 2,467,380 2,486,270

      土地 3,434,558 3,434,558

      その他（純額） 769,227 746,749

      有形固定資産合計 6,671,166 6,667,578

    無形固定資産 1,494,679 1,239,452

    投資その他の資産

      投資有価証券 4,180,839 3,427,141

      関係会社出資金 800,000 600,000

      差入保証金 429,831 451,530

      繰延税金資産 697,335 499,868

      投資不動産（純額） 4,897,787 -

      その他 133,970 107,894

      貸倒引当金 △47,357 △49,665

      投資その他の資産合計 11,092,407 5,036,770

    固定資産合計 19,258,254 12,943,800

  資産合計 54,518,921 51,228,828
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(単位：千円)

 
  

(注)この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対

象ではありません。 

  

当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日)

負債の部

  流動負債

    支払手形及び買掛金 8,939,138 8,716,137

    短期借入金 3,600,000 200,000

    未払法人税等 495,284 1,058,991

    賞与引当金 248,051 213,686

    その他 1,024,780 1,880,348

    流動負債合計 14,307,254 12,069,163

  固定負債

    長期借入金 4,425,000 4,075,000

    退職給付引当金 191,601 264,293

    役員退職慰労引当金 320,626 300,443

    債務保証損失引当金 - 59,891

    資産除去債務 398,681 -

    その他 271,634 331,542

    固定負債合計 5,607,543 5,031,171

  負債合計 19,914,798 17,100,335

純資産の部

  株主資本

    資本金 5,075,000 5,075,000

    資本剰余金 5,469,500 5,469,500

    利益剰余金 26,672,161 25,915,554

    自己株式 △2,786,070 △2,697,412

    株主資本合計 34,430,591 33,762,641

  評価・換算差額等

    その他有価証券評価差額金 203,422 364,836

    繰延ヘッジ損益 △29,890 1,015

    評価・換算差額等合計 173,532 365,851

  純資産合計 34,604,123 34,128,493

負債純資産合計 54,518,921 51,228,828
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(単位：千円) 

 
  

(注)この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対

象ではありません。 

(2) (参考) 四半期損益計算書 (個別)

【第３四半期累計期間】

前第３四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

売上高 30,718,279 31,694,978

売上原価 21,124,011 21,974,479

売上総利益 9,594,268 9,720,498

販売費及び一般管理費 5,744,781 6,540,426

営業利益 3,849,487 3,180,072

営業外収益

  受取利息 68,356 57,705

  受取配当金 23,823 28,873

  為替差益 9,138 23,091

  不動産賃貸料 49,088 40,994

  その他 7,549 27,554

  営業外収益計 157,955 178,218

営業外費用

  支払利息 50,871 54,995

  不動産賃貸原価 93,469 87,667

  投資事業組合運用損 2,553 1,769

  その他 1,903 4,161

  営業外費用計 148,798 148,592

経常利益 3,858,645 3,209,698

特別利益

  投資有価証券売却益 783 74,906

  債務保証損失引当金戻入額 - 59,891

  特別利益計 783 134,798

特別損失

  投資有価証券評価損 - 14,247

  債務保証損失引当金繰入額 3,149 -

  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 - 264,139

  特別損失計 3,149 278,386

税引前四半期純利益 3,856,279 3,066,109

法人税、住民税及び事業税 1,498,646 1,331,129

法人税等調整額 105,136 △52,698

法人税等合計 1,603,783 1,278,430

四半期純利益 2,252,495 1,787,678
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販売実績 

  

 
(注)  １．金額には、消費税等は含まれておりません。 

      ２．部門別販売実績は、部門ごとに管轄する得意先への販売実績を集計した補足情報であり、セグメント情報

の記載ではありません。 

  

  

 
(注)  １．金額には、消費税等は含まれておりません。 

      ２．品目別販売実績は、当社の品目分類による品目ごとの販売実績を集計した補足情報であり、セグメント情

報の記載ではありません。 

  

5.  補足情報

ａ．部門別販売実績

部門

前第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

  研究・産業機器部門 23,363,255 75.0 25,182,546 78.2

  病院・介護部門 7,794,640 25.0 7,036,693 21.8

合計 31,157,896 100.0 32,219,239 100.0

ｂ．品目別販売実績

品目

前第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

科学機器・装置

汎用科学機器・装置 4,150,186 13.3 4,753,485 14.8

分析、特殊機器・装置 4,573,515 14.7 4,620,324 14.3

物理、物性測定機器・装置 1,768,418 5.7 1,903,436 5.9

実験用設備機器 2,037,850 6.5 2,210,474 6.9

小計 12,529,970 40.2 13,487,721 41.9

科学器具・消耗品

汎用器具・消耗品 10,072,176 32.3 9,644,921 29.9

半導体関係特殊器具 2,913,138 9.4 3,332,809 10.4

小計 12,985,314 41.7 12,977,731 40.3

看護・介護用品 5,642,610 18.1 5,753,786 17.8

合計 31,157,896 100.0 32,219,239 100.0
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