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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 25,307 4.3 452 110.4 455 96.0 163 270.0
22年3月期 24,272 △15.6 215 △60.1 232 △57.3 44 △65.7

（注）包括利益 23年3月期 141百万円 （47.8％） 22年3月期 95百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 25.73 ― 2.6 2.7 1.8
22年3月期 6.95 ― 0.7 1.3 0.9

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―百万円

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 17,202 6,310 36.7 996.11
22年3月期 17,058 6,232 36.5 983.46

（参考） 自己資本   23年3月期  6,310百万円 22年3月期  6,232百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 △290 41 △64 2,609
22年3月期 1,600 △86 △632 2,930

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 63 143.9 1.0
23年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 63 38.9 1.0
24年3月期(予想) ― 5.00 ― 5.00 10.00 31.9

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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) 12,323 8.7 95 70.4 96 70.6 42 ― 6.49
通期 26,500 4.7 458 1.1 458 1.1 202 23.9 31.89



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  

(注) 詳細は、７ページ「２．企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(注) 詳細は、21ページ「４．連結財務諸表 (7)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28ページ「４．連結財務諸表 (8)連結財務諸表に関する注記事項 （１株当たり情
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） 23年3月期 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 135,048 株 22年3月期 132,338 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 6,336,443 株 22年3月期 6,337,942 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 25,114 4.0 460 127.2 461 83.4 227 ―
22年3月期 24,148 △15.4 202 △58.4 251 △54.3 △21 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年3月期 35.87 ―
22年3月期 △3.36 ―

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 17,088 6,276 36.7 990.71
22年3月期 16,873 6,128 36.3 967.05

（参考） 自己資本 23年3月期  6,276百万円 22年3月期  6,128百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24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）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は
終了していません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料で記載されている業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的リスクや不確実性が含まれております。
その為、様々な要因の変化により、実際の業績はこれと大きく異なる可能性があることをご承知おきください。 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 12,276 9.3 118 108.0 52 ― 8.04
通期 26,400 5.1 494 7.2 217 △4.5 34.25
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※ 当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料に

ついては、開催後速やかに当社ホームページ等で掲載する予定です。 

・平成23年６月６日（月）・・・・・・アナリスト向け決算説明会 

  

・上記説明会のほかにも、当社では、個人投資家の皆様向けに適宜、事業・業績に関する説

明会を開催しています。開催の予定等については、当社ホームページをご確認ください。 
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当連結会計年度におけるわが国経済は、新興国向けの輸出や生産の増加、政府による各種経済対策等

により、緩やかな回復基調にありましたが、依然として厳しさが残る雇用情勢や個人消費等に加え、円

高や欧米の景気減速の影響により、本格的な回復には至りませんでした。また、東日本大震災の発生に

より、国内景気の先行き不透明感が高まりました。 

 このような状況のもと、当企業グループにおきましては、当連結会計年度に策定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、前連結会計年度に引き続き、役員・執行役員の報酬一部カットや経費節減運

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、当連結会計年度の業績は、海外向け案件回復により機械製造業における受注が好調に推移

したほか、石油化学業界での設備保全関連投資が堅調に推移したこと等により、売上高は253億７百万

円（前連結会計年度比4.3％増）、売上総利益は39億23百万円（前連結会計年度比5.3％増）となりまし

た。 

 利益面につきましては、売上高の増加に加え、全社的な経費節減運動の継続による販売費及び一般管

理費の減少や上海現地法人の業績が好調に推移したこと等により、営業利益は４億52百万円（前連結会

計年度比110.4％増）となり、経常利益は４億55百万円（前連結会計年度比96.0％増）となりました

が、新業務システム導入に伴う旧システムの除却損や連結子会社での希望退職実施による割増退職金を

特別損失に計上したこと等により、当期純利益は１億63百万円（前連結会計年度比270.0％増）となり

ました。なお、危惧された東日本大震災の影響につきましては、限定的なものにとどまりました。 

 今後の見通しといたしましては、製造業の設備過剰感が薄らぎ設備投資には持ち直しの動きが見られ

たものの、未だ払拭されない円高や海外景気の下振れ懸念に加え、東日本大震災による影響など、経済

環境の先行き不透明感は高まっており、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上

海現地法人の受注環境が好転する等、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。 

 平成24年３月期の連結業績見通しにつきましては、売上高265億円（前連結会計年度比4.7％増）、経

常利益４億58百万円（前連結会計年度比1.1％増）、当期純利益２億２百万円（前連結会計年度比

23.9％増）を見込んでおります。  

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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当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１億43百万円増加し172億２百万円と

なりました。これは受取手形および売掛金が前連結会計年度末に比べ５億35百万円増加したことが主な

要因であります。  

 一方負債の部では主に未払法人税等が前連結会計年度末に比べ２億68百万円増加したことにより負債

合計は前連結会計年度末に比べ66百万円増加し108億91百万円となりました。  

 純資産は剰余金の配当による減少が63百万円あるものの、当期純利益が１億63百万円であること等に

より前連結会計年度末に比べ77百万円増加し63億10百万円となりました。  

 その結果、自己資本比率は36.7%、１株当たり純資産は996.11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２億90百万円となり、前連結会計年度末16億円の増加に比べ18億91

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、増加した資金は41百万円となり、前連結会計年度末86百万円の減少に比べ支出が１

億27百万円減少いたしました。これは主に、有価証券の満期償還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、２億49百万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64百万円となり、前連結会計年度末６億32百万円の減少に比べ５億

68百万円増加いたしました。これは主に、前連結会計期間において短期借入金の純増減額の減少があり

ましたが、当連結会計期間には無かったことによるものであります。 

 以上の結果、当連結会計年度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３億21百万

円減少し、26億９百万円となりました。  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
  

（２）財政状態に関する分析

平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

自己資本比率 34.4% 33.4% 34.2% 36.5% 36.7%

時価ベースの自己資本比率 21.2% 13.9% 8.0% 8.6% 9.2%

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

28.1 34.5 3.1 0.4 ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

2.2 2.3 26.2 112.6 ―
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当社は、安定・維持の観点から、普通配当として 1株につき年10円を 低限維持するとともに、事業

展開を総合的に勘案したうえで、業績向上にともなう利益配当の増額や記念配当を実施し、株主の皆様

への利益還元の向上に努めることを基本方針としています。これまで株式分割、記念配当、株主優待等

を実施し、1株当たり利益の向上を意図した自己株式の取得も積極的に実施してまいりました。なお、

配当性向は、30％を目標としており、配当支払いに関しましては、従来どおり中間・期末の年２回を予

定しており特段の変更はございません。 

 当期（平成23年３月期）におきましては、中間配当金として１株当たり５円の配当を実施し、期末配

当金につきましては、１株当たり５円の配当を予定しており、これによる年間配当金は10円となる予定

です。次期（平成24年３月期）につきましても、上記の基本方針に基づき、１株当たり年10円の配当を

予定しております。 

 また、内部留保資金につきましては、中長期的視野に立った更なる成長につながる戦略への投資資金

として充当してまいります。 

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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①経済状況による影響 

 当企業グループの売上高のうち50％強を占める工業用計測制御機器は、国内外の経済環境

の悪化により設備投資の動向に陰りが生じた場合、設備更新需要が停止したり、遅延するこ

とにより、当企業グループの業績に多大な影響を及ぼす可能性があります。 

②価格競争による影響 

 当企業グループの係わる業界のうち、水処理（上下水道等）、ゴミ処理、リサイクルとい

った公共市場では、政府の予算が削減された場合には、競合他社との価格競争が激化し、当

企業グループの業績に多大な影響を及ぼす可能性があります。 

③債権管理に係る影響 

 上述のような変動によって、取引先企業が倒産する危険性があり、当企業グループでは継

続取引先については定期的な信用調査分析を行い、また、新規、単発等の大口取引について

は可能な限りの債権保全策を採った上での取引とする等、債権管理に 善の注意を払ってお

りますが、倒産の規模・件数によっては、当企業グループの業績に多大な影響を及ぼす可能

性があります。 

④アクシデント等による影響 

 当企業グループは、生産設備に使用する機材及び装置の納入に携わっており、その設備等

において納入時には予測し得ない不適合が生じ、それを原因とした事件、事故が発生した場

合にはその機材及び装置の製造者とともに営業上の損失を被り、当企業グループの業績に多

大な影響を及ぼす可能性があります。 

⑤業績の季節的変動に係る影響 

 官公庁関連や民間設備の予算執行時期が下期偏重傾向にあるため、当企業グループの売上

高も通常下期偏重となっています。これに対して販売費及び一般管理費は、その大部分が固

定費であることから、経常利益、当期純利益の割合も下期に偏重し、投資家の判断に影響を

及ぼす可能性があります。 

⑥ 機密情報保護に係る影響 

 当企業グループが納入する商品・システムは、顧客企業との秘密保持契約により製作・納

入したものが含まれ、これらの案件は、その顧客に納入した商品・システムの内容がその顧

客の競合企業に知れると、その顧客の業績に多大な影響を及ぼしかねず、当企業グループに

おいて予期せぬ何らかの要因でこれらが漏洩した場合、顧客からの訴訟等を含め、当企業グ

ループの業績に多大な影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ 自然災害による影響について 

 地震、台風等の自然災害や火災等の事故災害が発生し、当企業グループの拠点や仕入先の

設備等に大きな被害が発生した場合には、営業活動の一時停止や商品の納期遅延等により、

当企業グループの業績に多大な影響を及ぼす可能性があります。 

  

該当事項はありません。 

  

（４）事業等のリスク

（５）継続企業の前提に関する重要事象等
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当社の企業集団は当社、子会社３社で構成され、工業用計測制御機器、環境計測・分析機器、測定・検

査機器、産業機械等の製造販売並びにサービス等の事業を展開しております。 

①当企業グループの事業にかかわる位置づけは次のとおりであります。 

当社は工業用計測制御機器、環境計測・分析機器、測定・検査機器、産業機械等の直接需要家向け販売

並びに卸販売を行っております。 

 エラン㈱（連結子会社）は工業用計測制御機器、環境計測・分析機器、測定・検査機器、産業機械等の

卸販売等業務を親会社である英和株式会社より受託しております。 

 双葉テック㈱（連結子会社）は工業用計測制御機器、産業機械等の製造を行っており、主として当社を

通じて販売しております。 

 英和双合儀器商貿(上海)有限公司（連結子会社）は中国において工業用計測制御機器、環境計測・分析

機器の販売を行っております。 

 なお、当企業グループは取扱商品の性質、販売市場の類似性から判断して単一セグメントであるため、

事業種別セグメントは開示しておりません。 

  

②事業の系統図は次のとおりであります。 

 

２．企業集団の状況

-7-

英和㈱（9857） 平成23年３月期決算短信



当企業グループは創設以来「和親協力」を社是に掲げ、「人の和」に重きをおいた経営を行ってまい

りました。また、「事業は人なり、人は和なりを原点として事業を通じ会社の繁栄、社員の福祉、株主

の利益、取引先との共存共栄の維持向上を図りつつ社会に奉仕貢献すること」という経営理念のもと、

今後もこの基本方針に則り企業価値の向上を図り、企業の社会的責任を果たしてまいります。 

  

当企業グループにおいても、利益重視の考え方に基づき、その根源となる売上総利益の2％向上運動

（M２運動）を実施しております。また、上場企業として株主様からお預かりした資本を如何に効率的

に活用し収益を得ることができたかを計る指標、つまりROE（株主資本利益率）を当企業グループの経

営指標としており、その目標は8％超を目指しております。 

  

中期３ヵ年経営計画においては、「経営基盤の強化と企業価値の向上」を目指し、既存事業領域にお

ける顧客密着営業の強化と自動車産業市場や中国市場といった先行投資分野での収益改善に注力すると

ともに、引き続き、エンジニアリング機能の強化による高付加価値営業を推進してまいります。  

 また、世界同時不況以降の企業の設備投資減少については、その回復には、なお時間がかかるものと

考えられることから、現状の経済環境においても確実に利益を出せるよう、引き続き、業務効率化や経

費節減を図り、損益分岐点の改善による筋肉質な経営基盤づくりのための構造改革に集中的に取り組ん

でまいります。  

 当社の経営基盤とは、優良な取引先、人材・組織、財務体質であり、これらの強化・安定成長が、企

業価値の向上、すなわち持続的な収益拡大につながります。激しい企業間競争に打ち勝つため、社員一

人ひとりの力量アップによる現場戦力の強化を図ってまいります。 

  

会社の対処すべき課題としては、プラントや工場内で使用される工業用計測制御機器の国内市場は成

熟化が進み、持続的な市場の成長はあまり期待できないと考えております。このため国内においては

「環境・安心・安全」をキーワードとした、環境保全型商品や環境配慮型商品の拡販のほか、事故発生

の防止策としての保安・メンテナンス機器、新エネルギー関連分野に注力し、多様化した顧客ニーズに

対応するため新商材を発掘、ソリューション営業を着実に実行するとともに、エンジニアリング機能の

強化により付加価値の高いベストな提案による顧客満足度の向上に努めてまいります。  

 また、国際分業によりプラントや工場建設は今後も国内から海外への移行が進むと考えており、顧客

に密着し、当企業グループの基盤となっている工業用計測制御機器の販売を拡大していくためには海外

展開も必要であります。当企業グループはこの一環として、中国に設立した海外子会社である英和双合

儀器商貿（上海）有限公司が、国内セールスネットワークからの情報の有効活用により日系企業に対す

る開発営業を推進し、当社のビジネスモデルである顧客密着型営業による事業を展開してまいります。

  

 該当事項はありません。 

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題

（５）その他、会社の経営上重要な事項
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４．連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,930,840 2,609,606

受取手形及び売掛金 10,669,552 11,205,242

有価証券 81,064 20,264

商品及び製品 272,638 347,150

仕掛品 11,270 6,568

原材料 35,157 32,554

繰延税金資産 122,689 152,889

その他 156,145 71,351

貸倒引当金 △12,735 △13,335

流動資産合計 14,266,622 14,432,291

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,539,035 1,538,684

減価償却累計額及び減損損失累計額 △973,763 △1,008,520

建物及び構築物（純額） 565,271 530,164

土地 945,152 945,152

その他 206,728 182,386

減価償却累計額及び減損損失累計額 △171,237 △160,436

その他（純額） 35,491 21,949

有形固定資産合計 1,545,915 1,497,265

無形固定資産 109,877 110,725

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 289,343 ※1 254,529

繰延税金資産 89,667 125,642

差入保証金 － 300,042

保険積立金 483,508 524,724

その他 359,666 39,618

貸倒引当金 △86,131 △82,558

投資その他の資産合計 1,136,055 1,161,999

固定資産合計 2,791,847 2,769,991

資産合計 17,058,469 17,202,282
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,468,375 9,124,783

短期借入金 83,494 79,934

1年内返済予定の長期借入金 ※1 100,000 500,000

未払法人税等 4,853 273,540

未払消費税等 10,290 22,290

賞与引当金 223,500 251,220

役員賞与引当金 － 11,000

その他 188,916 218,339

流動負債合計 10,079,430 10,481,107

固定負債

長期借入金 500,000 ※1 100,000

退職給付引当金 119,771 165,495

役員退職慰労引当金 125,776 144,691

その他 680 680

固定負債合計 746,227 410,866

負債合計 10,825,658 10,891,973

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 3,147,035 3,246,668

自己株式 △47,779 △48,432

株主資本合計 6,200,205 6,299,186

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 38,614 22,598

為替換算調整勘定 △6,009 △11,475

その他の包括利益累計額合計 32,605 11,122

純資産合計 6,232,811 6,310,309

負債純資産合計 17,058,469 17,202,282
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

 連結損益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 24,272,500 25,307,222

売上原価 ※1 20,546,543 ※1 21,383,785

売上総利益 3,725,956 3,923,437

販売費及び一般管理費

通信費 68,282 63,630

運賃及び荷造費 37,136 45,494

旅費及び交通費 141,925 133,856

貸倒引当金繰入額 19,183 －

給料手当及び賞与 1,742,108 1,659,699

賞与引当金繰入額 219,485 244,843

役員賞与引当金繰入額 － 11,000

退職給付費用 110,158 100,037

役員退職慰労引当金繰入額 16,613 16,851

福利厚生費 394,299 400,978

賃借料 382,708 373,756

減価償却費 77,176 69,933

その他 301,579 350,369

販売費及び一般管理費合計 3,510,658 3,470,451

営業利益 215,298 452,986

営業外収益

受取利息 3,315 2,630

受取配当金 4,594 4,363

仕入割引 11,579 13,068

受取家賃 3,848 3,734

助成金収入 12,482 230

その他 13,415 9,577

営業外収益合計 49,235 33,605

営業外費用

支払利息 14,214 11,711

売上割引 2,553 3,191

支払保証料 14,553 13,942

その他 995 2,631

営業外費用合計 32,316 31,477

経常利益 232,217 455,114

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 559

過年度損益修正益 ※2 21,987 －

特別利益合計 21,987 559
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

特別損失

固定資産除却損 ※4 2,897 －

有形固定資産除却損 － ※4 2,787

ソフトウエア除却損 － 10,451

投資有価証券評価損 52,979 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,808

事業構造改善費用 － 21,213

過年度役員退職慰労引当金繰入額 － 4,626

過年度損益修正損 － ※3 3,697

その他 ※5 7,148 ※5 285

特別損失合計 63,026 49,870

税金等調整前当期純利益 191,178 405,804

法人税、住民税及び事業税 116,002 289,281

過年度法人税等 － 20,007

法人税等調整額 31,116 △66,491

法人税等合計 147,119 242,797

少数株主損益調整前当期純利益 － 163,006

当期純利益 44,058 163,006
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 連結包括利益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 － 163,006

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △16,016

為替換算調整勘定 － △5,465

その他の包括利益 － ※2 △21,482

包括利益 － ※1 141,523

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 141,523

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,533,400 1,533,400

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,533,400 1,533,400

資本剰余金

前期末残高 1,567,550 1,567,550

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,567,550 1,567,550

利益剰余金

前期末残高 3,185,377 3,147,035

当期変動額

剰余金の配当 △82,400 △63,372

当期純利益 44,058 163,006

当期変動額合計 △38,341 99,633

当期末残高 3,147,035 3,246,668

自己株式

前期末残高 △47,485 △47,779

当期変動額

自己株式の取得 △294 △653

当期変動額合計 △294 △653

当期末残高 △47,779 △48,432

株主資本合計

前期末残高 6,238,842 6,200,205

当期変動額

剰余金の配当 △82,400 △63,372

当期純利益 44,058 163,006

自己株式の取得 △294 △653

当期変動額合計 △38,636 98,980

当期末残高 6,200,205 6,299,186
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △13,443 38,614

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

52,057 △16,016

当期変動額合計 52,057 △16,016

当期末残高 38,614 22,598

為替換算調整勘定

前期末残高 △5,642 △6,009

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△367 △5,465

当期変動額合計 △367 △5,465

当期末残高 △6,009 △11,475

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △19,085 32,605

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

51,690 △21,482

当期変動額合計 51,690 △21,482

当期末残高 32,605 11,122

純資産合計

前期末残高 6,219,757 6,232,811

当期変動額

剰余金の配当 △82,400 △63,372

当期純利益 44,058 163,006

自己株式の取得 △294 △653

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 51,690 △21,482

当期変動額合計 13,054 77,497

当期末残高 6,232,811 6,310,309
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 191,178 405,804

減価償却費 81,510 75,237

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） 18,307 △2,974

退職給付引当金の増減額（△は減少） 46,451 45,723

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,201 18,915

受取利息及び受取配当金 △7,909 △6,994

支払利息 14,214 11,711

為替差損益（△は益） △1,868 △3,560

有形固定資産除却損 1,208 2,787

無形固定資産除却損 1,689 10,451

投資有価証券評価損益（△は益） 52,979 －

保険積立金の増減額（△は増加） △40,890 △41,216

売上債権の増減額（△は増加） 1,869,452 △538,121

たな卸資産の増減額（△は増加） 183,806 △67,655

その他の流動資産の増減額（△は増加） △8,702 44,768

仕入債務の増減額（△は減少） △389,078 △339,901

未払消費税等の増減額（△は減少） △20,680 11,999

その他の流動負債の増減額（△は減少） △134,834 86,335

その他 △8,721 4,915

小計 1,862,313 △274,967

利息及び配当金の受取額 7,964 7,047

利息の支払額 △14,985 △11,669

法人税等の支払額 △254,668 △68,155

法人税等の還付額 － 56,878

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,600,623 △290,866

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 △18,310 △3,349

有形固定資産の売却による収入 － 197

無形固定資産の取得による支出 △67,818 △33,795

投資有価証券の取得による支出 － △138

有価証券の償還による収入 － 80,000

その他 △600 △1,713

投資活動によるキャッシュ・フロー △86,728 41,201
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） △1,050,000 －

長期借入れによる収入 500,000 100,000

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 △294 △653

配当金の支払額 △82,569 △63,572

財務活動によるキャッシュ・フロー △632,863 △64,225

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,041 △7,344

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 882,072 △321,234

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期末残高 2,930,840 2,609,606

-17-

英和㈱（9857） 平成23年３月期決算短信



   該当事項はありません。 

  

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数  ３社 
双葉テック株式会社 
エラン株式会社 
英和双合儀器商貿(上海)有限公司 
なお、非連結子会社はありません。

       同左

２ 持分法の適用に関する事
項

該当事項はありません。 同左

３ 連結子会社の事業年度等
に関する事項

英和双合儀器商貿(上海)有限公司の決
算日は12月31日であります。連結財務
諸表を作成するに当たっては同日現在
の財務諸表を使用し決算日との間に生
じた重要な取引については連結上必要
な調整を行なっております。

同左

４ 会計処理基準に関する事
項

 (1) 重要な資産の評価基準
及び評価方法

①有価証券
 その他有価証券
  時価のあるもの
   決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定)

  時価のないもの
   移動平均法による原価法

①有価証券
 その他有価証券
  時価のあるもの

同左

  時価のないもの
同左

②たな卸資産
先入先出法による原価法 
（収益性の低下による簿価切下げ
の方法）

②たな卸資産
      同左

 (2) 重要な減価償却資産の
減価償却方法

①有形固定資産（リース資産を除く）
 定率法
  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。
   建物 ８～50年

①有形固定資産（リース資産を除く）
       同左

②無形固定資産（リース資産を除く）
 自社利用のソフトウエア
  社内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法

②無形固定資産（リース資産を除く）

       同左

③リース資産 
所有権移転外ファイナンス・リー
スに係るリース資産 
リース期間を耐用年数とし、残存
価額をゼロする定額法を採用して
おります。 
なお、所有権移転外ファイナン
ス・リース取引のうち、リース取
引開始日が平成20年３月31日以前
のリース取引については、通常の
賃貸借取引に係る方法に準じた会
計処理によっております。

③リース資産 
       同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 (3) 重要な引当金の計上基

準

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個々の債権の回

収可能性を勘案して回収不能見込

額を計上しております。

①貸倒引当金 

       同左

②賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与に充

てるため、実際支給見込額の当連

結会計期間負担額を計上しており

ます。

②賞与引当金 

       同左

③役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与に充て

るため、当連結会計年度における

支給見込額の当連結会計年度負担

額を計上しております。

③役員賞与引当金 

       同左

④退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき当連結会計年度末において発

生していると認められる額を計上

しております。 

 数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間内の一定の年数

（８年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理することとし

ております。

 （会計方針の変更）

 当連結会計年度より、「退職給付に

係る会計基準」の一部改正（その３）

（企業会計基準第19号 平成20年７月

31日）を適用しております。 

 本会計基準の適用に伴い、退職給付

債務の計算における割引率について、

従来の1.5％から2.0％に変更しており

ます。 

 数理計算上の差異を翌連結会計年度

から償却するため、これによる営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益に与える影響はありません。 

 また、当該変更に伴い、退職給付債

務は18,937千円減少しております。

④退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき当連結会計年度末におい

て発生していると認められる額を

計上しております。 

 数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間内の一定の年数

（８年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理することとし

ております。

（追加情報）

退職給付債務の計算における割

引率について、従来の2.0％から

1.9％に変更しております。 

 数理計算上の差異を翌連結会計

年度から償却するため、これによ

る営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益に与える影響は

ありません。 

 また、当該変更に伴い、退職給

付債務は4,708千円増加しており

ます。

⑤役員退職慰労引当金 

当社は役員の退職慰労金の支給に

充てるため、内規に基づく当連結

会計期間末要支給額の100％を計

上しております。

⑤役員退職慰労引当金 

        同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 (4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、為替

差額は損益として処理しております。

なお、在外子会社等の資産、負債、収

益及び費用は、決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、為替差額は純資

産の部における為替換算調整勘定に含

めて計上しております。

同左

 (5) 重要なヘッジ会計の方

法

①ヘッジ会計の方法

  為替予約が付されている外貨建金

銭債権債務等については振当処理

を適用しております。

①ヘッジ会計の方法

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

  ヘッジ手段  為替予約 

ヘッジ対象  外貨建金銭債権 

       債務等

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ヘッジ方針

  リスク管理方針に基づき、ヘッジ

対象に係る為替相場の変動リスク

を回避する目的で一定の範囲内で

為替予約を行なっています。

③ヘッジ方針

同左

④ヘッジの有効性評価の方法

  為替予約の締結時にリスク管理方

針に従い、為替予約を外貨建金銭

債権債務等に振当てることで、キ

ャッシュ・フロー変動を完全に相

殺するものと想定されることから

有効性の判定を省略しておりま

す。

④ヘッジの有効性評価の方法

同左

 (6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

 税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法

は部分時価評価法によっております。

同左

６ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金(現金及び現金同等物)は、手許

現金、随時引出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。

同左
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（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

【会計方針の変更】

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 

            ―

（１）資産除去債務に関する会計基準等の適用

当連結会計年度より、「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、等連結会計年度の営業利益及び経常

利益はそれぞれ1,884千円減少、税金等調整前当期純

利益は8,692千円減少しております。 

 

（２）連結財務諸表に関する会計基準の適用

当連結会計年度より、「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。 

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 (連結貸借対照表)  

１ 前連結会計年度において独立掲記しておりました

「差入保証金」（当連結会計年度314,909千円）は資産

総額の5/100以下であるため、当連結会計年度において

は投資その他の資産の「その他」に含めて表示しており

ます。 

  

２ 前連結会計年度において独立掲記しておりました

「長期預り保証金」（当連結会計年度680千円）は負債

及び純資産の合計の5/100以下であるため、当連結会計

年度においては固定負債の「その他」に含めて表示して

おります。 

           ―

（連結損益計算書）

 前連結会計年度において「固定資産除却損」に含めて

表示しておりました「ソフトウェア除却損」（前連結会

計年度1,689千円）は特別損失の10/100を超えるため、

当連結会計年度においては独立掲記しております。
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（８）連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日)

当連結会計年度 
(平成23年３月31日)

※１ このうち担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

  (1) 担保提供資産

投資有価証券 87,972千円

※１ このうち担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

  (1) 担保提供資産

投資有価証券 77,649千円

 

  (2) 上記に対応する債務

１年内返済予定の長
期借入金

100,000千円

上記の他投資有価証券20,524千円を商取引の担保に

供しております。

 

  (2) 上記に対応する債務

長期借入金 100,000千円

上記の他投資有価証券20,264千円を商取引の担保に

供しております。

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額 

   売上原価       25,412千円

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額 

   売上原価      1,702千円

 

※２ 過年度損益修正益の内訳

前期売上高修正益 17,700千円

過年度消費税等修正益 4,287千円

合計 21,987千円

      

           ―

            

                        ―

※３ 過年度損益修正損の内訳

過年度消費税等修正損 3,697千円

 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

工具、器具及び備品 1,208千円

ソフトウエア 1,689千円

合計 2,897千円
 

※４ 有形固定資産除却損の内容は、次のとおりであり

ます。

工具、器具及び備品  2,787千円

※５ その他（特別損失）の内訳

借家権除却 825千円

減損損失 6,264千円

その他 59千円

合計 7,148千円

※５ その他（特別損失）の内訳

借家権除却 279千円

その他 6千円

合計 285千円
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

  

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

    親会社株主に係る包括利益       95,748千円     

    少数株主に係る包括利益          －千円 

      計                  95,748千円 

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

    その他有価証券評価差額金      52,057千円 

    為替換算調整勘定           △367千円 

    計                 51,690千円 

(連結包括利益計算書関係)
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前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加      1,227株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加         2,710 株 

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 6,470 ─ ─ 6,470

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 131,111 1,227 ─ 132,338

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成21年6月26日 
定時株主総会

普通株式 50,711 8.00 平成21年3月31日 平成21年6月29日

平成21年11月12日 
取締役会

普通株式 31,689 5.00 平成21年9月30日 平成21年12月3日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月25日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 31,688 5.00 平成22年３月31日 平成22年６月28日

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 6,470 ― ― 6,470

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 132,338 2,710 ― 135,048
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３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  
  

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成22年６月25日 
定時株主総会

普通株式 31,688 5.00 平成22年３月31日 平成22年６月28日

平成22年11月９日 
取締役会

普通株式 31,684 5.00 平成22年９月30日 平成22年12月６日

決議（予定） 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年６月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 31,674 5.00 平成23年３月31日 平成23年６月29日
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 該当事項はありません。 

  

資産除去債務の連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動はありません。 

 当社グループは、営業拠点の不動産賃貸契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産

除去債務として認識しております。 

 なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関連する敷金の回収が 終的に見込め

ないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法に

よっております。 

（注）当連結会計期間から「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)を適用しているため、当連結会計期間の期首における残高を前連結会計年度の末日における

残高としております。 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている現金及び預金勘定の金額は一致してお

ります。

  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

 同左

(ストック・オプション等関係)

  該当事項はありません。

(企業結合等関係)

(資産除去債務関係)
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  前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

当社グループは、計測機器、検査機器を中心とした産業機械全般をユーザーに販売(一部製造販売)し

ている専門商社であり、取扱商品の性質、販売市場等の類似性から判断して、事業の種類別セグメント

情報は記載しておりません。 

  

  前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

  

  前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

前連結会計年度における海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しておりま

す。 

  

   当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

  （追加情報） 

当連結会計期間より「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。 

  

  前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

  当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

    該当事項はありません。 

  

(セグメント情報等)

(事業の種類別セグメント情報)

(所在地別セグメント情報)

(海外売上高)

(セグメント情報)

(関連当事者情報)
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(注) 算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

１ １株当たり純資産額 

 
２ １株当たり当期純利益 

 
  

   該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 983円46銭 １株当たり純資産額 996円11銭

１株当たり当期純利益 ６円95銭 １株当たり当期純利益 25円73銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

当連結会計年度末 
(平成23年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 6,232,811 6,310,309

普通株式に係る純資産額(千円) 6,232,811 6,310,309

普通株式の発行済株式数(株) 6,470,000 6,470,000

普通株式の自己株式数(株) 132,338 135,048

１株当たり純資産の算定に用いられた普
通株式の数(株)

6,337,662 6,334,952

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当期純利益(千円) 44,058 163,006

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 44,058 163,006

期中平均株式数(株) 普通株式 6,337,942 普通株式 6,336,443

(重要な後発事象)
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５．個別財務諸表

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,559,780 2,252,931

受取手形 1,839,673 1,832,741

売掛金 8,822,551 9,356,083

有価証券 81,064 20,264

商品 241,817 330,897

前渡金 63,651 7,052

前払費用 42,064 45,813

繰延税金資産 104,348 141,523

未収収益 702 554

その他 68,381 62,974

貸倒引当金 △12,836 △13,447

流動資産合計 13,811,198 14,037,389

固定資産

有形固定資産

建物 1,359,146 1,359,026

減価償却累計額及び減損損失累計額 △835,419 △865,952

建物（純額） 523,726 493,073

構築物 25,523 25,523

減価償却累計額 △18,974 △19,463

構築物（純額） 6,548 6,059

機械及び装置 820 820

減価償却累計額 △689 △712

機械及び装置（純額） 130 107

工具、器具及び備品 182,266 158,166

減価償却累計額及び減損損失累計額 △148,332 △137,206

工具、器具及び備品（純額） 33,934 20,959

土地 790,020 790,020

有形固定資産合計 1,354,360 1,310,220

無形固定資産

ソフトウエア 96,346 97,195

電話加入権 13,336 13,336

無形固定資産合計 109,683 110,531

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 289,343 ※1 254,529

関係会社株式 431,160 421,160

関係会社出資金 44,700 44,700

破産更生債権等 40,380 36,755

長期前払費用 3,147 2,538
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(単位：千円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

繰延税金資産 80,729 115,399

差入保証金 313,111 297,968

保険積立金 480,727 520,638

従業員に対する長期貸付金 66 －

その他 1,000 19,619

貸倒引当金 △86,131 △82,558

投資その他の資産合計 1,598,235 1,630,750

固定資産合計 3,062,279 3,051,503

資産合計 16,873,478 17,088,892

負債の部

流動負債

支払手形 4,098,949 3,803,328

買掛金 5,357,550 5,310,306

短期借入金 83,494 79,934

1年内返済予定の長期借入金 ※1 100,000 500,000

未払金 46,541 85,144

未払費用 28,439 34,135

未払法人税等 － 273,012

未払消費税等 8,409 20,323

前受金 68,439 48,085

預り金 27,050 24,575

賞与引当金 200,000 231,000

役員賞与引当金 － 10,000

その他 1,565 1,657

流動負債合計 10,020,441 10,421,504

固定負債

長期借入金 500,000 ※1 100,000

退職給付引当金 100,143 151,284

役員退職慰労引当金 123,389 139,336

その他 680 680

固定負債合計 724,212 391,300

負債合計 10,744,653 10,812,804
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(単位：千円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23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

資本準備金 1,565,390 1,565,390

その他資本剰余金 2,160 2,160

資本剰余金合計 1,567,550 1,567,550

利益剰余金

利益準備金 114,525 114,525

その他利益剰余金

買換資産圧縮積立金 41,908 40,022

配当平均積立金 190,000 110,000

別途積立金 2,695,000 2,695,000

繰越利益剰余金 △4,394 241,424

利益剰余金合計 3,037,038 3,200,971

自己株式 △47,779 △48,432

株主資本合計 6,090,209 6,253,489

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 38,614 22,598

評価・換算差額等合計 38,614 22,598

純資産合計 6,128,824 6,276,087

負債純資産合計 16,873,478 17,088,892
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（２）損益計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 24,148,964 25,114,650

売上原価

商品期首たな卸高 391,349 241,817

当期商品仕入高 20,350,254 21,375,155

合計 20,741,603 21,616,973

商品期末たな卸高 241,817 330,897

売上原価合計 ※1 20,499,785 ※1 21,286,076

売上総利益 3,649,178 3,828,573

販売費及び一般管理費

通信費 66,586 60,886

運賃及び荷造費 31,935 38,252

旅費及び交通費 133,469 119,599

貸倒引当金繰入額 19,278 －

給料手当及び賞与 1,539,671 1,478,507

賞与引当金繰入額 200,000 231,000

役員賞与引当金繰入額 － 10,000

退職給付費用 104,112 94,635

役員退職慰労引当金繰入額 15,989 15,947

福利厚生費 362,093 372,973

賃借料 369,445 362,302

支払手数料 383,218 362,979

減価償却費 74,168 68,699

その他 146,588 152,360

販売費及び一般管理費合計 3,446,558 3,368,143

営業利益 202,620 460,430

営業外収益

受取利息 3,007 1,400

有価証券利息 1,445 1,267

受取配当金 ※2 44,494 4,363

受取家賃 － 3,734

仕入割引 11,168 12,393

その他 21,487 10,080

営業外収益合計 81,603 33,239

営業外費用

支払利息 14,961 12,943

売上割引 2,553 3,191

支払保証料 14,553 13,942

貸倒引当金繰入額 － 30

その他 778 2,523

営業外費用合計 32,846 32,631
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

経常利益 251,377 461,038

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 548

過年度損益修正益 ※3 21,987 ※3 36,386

特別利益合計 21,987 36,934

特別損失

固定資産除却損 ※4 2,897 －

有形固定資産除却損 － ※4 2,787

ソフトウエア除却損 － 10,451

投資有価証券評価損 52,979 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,808

関係会社株式評価損 － 10,000

関係会社出資金評価損 105,299 －

過年度損益修正損 － ※5 3,697

その他 ※6 3,149 ※6 285

特別損失合計 164,325 34,030

税引前当期純利益 109,038 463,942

法人税、住民税及び事業税 102,046 288,791

過年度法人税等 － 20,007

法人税等調整額 28,308 △72,162

法人税等合計 130,354 236,636

当期純利益又は当期純損失（△） △21,315 227,305
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（３）株主資本等変動計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,533,400 1,533,400

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,533,400 1,533,400

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 1,565,390 1,565,390

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,565,390 1,565,390

その他資本剰余金

前期末残高 2,160 2,160

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,160 2,160

資本剰余金合計

前期末残高 1,567,550 1,567,550

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,567,550 1,567,550

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 114,525 114,525

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 114,525 114,525

その他利益剰余金

買換資産圧縮積立金

前期末残高 43,883 41,908

当期変動額

買換資産圧縮積立金の取崩 △1,974 △1,885

当期変動額合計 △1,974 △1,885

当期末残高 41,908 40,022

配当平均積立金

前期末残高 175,000 190,000

当期変動額

配当平均積立金の積立 15,000 －

配当平均積立金の取崩 － △80,000
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当期変動額合計 15,000 △80,000

当期末残高 190,000 110,000

別途積立金

前期末残高 2,615,000 2,695,000

当期変動額

別途積立金の積立 80,000 －

当期変動額合計 80,000 －

当期末残高 2,695,000 2,695,000

繰越利益剰余金

前期末残高 192,346 △4,394

当期変動額

剰余金の配当 △82,400 △63,372

当期純利益又は当期純損失（△） △21,315 227,305

買換資産圧縮積立金の取崩 1,974 1,885

配当平均積立金の積立 △15,000 －

配当平均積立金の取崩 － 80,000

別途積立金の積立 △80,000 －

当期変動額合計 △196,741 245,819

当期末残高 △4,394 241,424

利益剰余金合計

前期末残高 3,140,755 3,037,038

当期変動額

剰余金の配当 △82,400 △63,372

当期純利益又は当期純損失（△） △21,315 227,305

買換資産圧縮積立金の取崩 － －

配当平均積立金の積立 － －

別途積立金の積立 － －

当期変動額合計 △103,715 163,933

当期末残高 3,037,038 3,200,971

自己株式

前期末残高 △47,485 △47,779

当期変動額

自己株式の取得 △294 △653

当期変動額合計 △294 △653

当期末残高 △47,779 △48,432

株主資本合計

前期末残高 6,194,220 6,090,209

当期変動額

剰余金の配当 △82,400 △63,372

当期純利益又は当期純損失（△） △21,315 227,305
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

自己株式の取得 △294 △653

当期変動額合計 △104,010 163,279

当期末残高 6,090,209 6,253,489

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △13,443 38,614

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

52,057 △16,016

当期変動額合計 52,057 △16,016

当期末残高 38,614 22,598

評価・換算差額等合計

前期末残高 △13,443 38,614

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

52,057 △16,016

当期変動額合計 52,057 △16,016

当期末残高 38,614 22,598

純資産合計

前期末残高 6,180,777 6,128,824

当期変動額

剰余金の配当 △82,400 △63,372

当期純利益又は当期純損失（△） △21,315 227,305

自己株式の取得 △294 △653

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 52,057 △16,016

当期変動額合計 △51,952 147,262

当期末残高 6,128,824 6,276,087
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 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）重要な会計方針

項目
前事業年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式

移動平均法による原価法

(1) 子会社株式

      同左

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定)

(2) その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

先入先出法による原価法（収益性の低

下による簿価切下げの方法）

               同左

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産（リース資産を除

く）

  定率法

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

   建物 ８～50年

(1) 有形固定資産（リース資産を除

く）

同左

(2) 無形固定資産（リース資産を除

く）

 自社利用のソフトウエア

社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法

(2) 無形固定資産（リース資産を除

く）

      同左

(3) リース資産

 所有権移転外ファイナンス・リ

ースに係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存

価額をゼロとする定額法を採用し

ております。 

なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取

引開始日が平成20年３月31日以前

のリース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

(3) リース資産

           同左
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項目
前事業年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

   債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個々の債権の

回収可能性を勘案して回収不能見

込額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

   従業員に対して支給する賞与に

充てるため、実際支給見込額の当

事業年度負担額を計上しておりま

す。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 役員賞与引当金

 役員に対して支給する賞与に充

てるため、当事業年度における支

給見込額の当事業年度負担額を計

上しております。

(3) 役員賞与引当金

同左

(4) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

  数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（８

年）による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理することとしておりま

す。 

 （会計方針の変更）

   当事業年度より、「退職給付に

係る会計基準」の一部改正（その

３）（企業会計基準第19号 平成

20年７月31日）を適用しておりま

す。  

 本会計基準の適用に伴い、退職

給付債務の計算における割引率に

ついて、従来の1.5％から2.0％に

変更しております。  

 数理計算上の差異を翌事業年度

から償却するため、これによる営

業利益、経常利益及び税引前当期

純利益に与える影響はありませ

ん。  

 また、当該変更に伴い、退職給

付債務は18,937千円減少しており

ます。

(4) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

   数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（８年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理することとしてお

ります。 
（追加情報）

   退職給付債務の計算における割

引率について、従来の2.0％から

1.9％に変更しております。 

 数理計算上の差異を翌連結会計

年度から償却するため、これによ

る営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益に与える影響は

ありません。 

 また、当該変更に伴い、退職給

付債務は4,708千円増加しており

ます。

(5) 役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支給に充て

るため、内規に基づく期末要支給

額の100％を計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

同左
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項目
前事業年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

５ 重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

の基準

 外貨建金銭債権債務は決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。

同左

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

 為替予約が付されている外貨建

金銭債権債務等については振当処

理を適用しております。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段  為替予約 

ヘッジ対象  外貨建金銭 

       債権債務

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3) ヘッジ方針

 リスク管理規定に基づき、ヘッ

ジ対象に係る為替相場の変動リス

クを回避する目的で一定の範囲内

で為替予約を行なっております。

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジの有効性評価の方法

 為替予約の締結時にリスク管理

方針に従い、為替予約を外貨建金

銭債権債務等に振当てることで、

キャッシュ・フロー変動を完全に

相殺するものと想定されることか

ら有効性の判定を省略しておりま

す。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

同左

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

 消費税等の会計処理は税抜方式によ

っております。

消費税等の会計処理

同左
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（６）重要な会計方針の変更

【会計方針の変更】

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 

             ―

 資産除去債務に関する会計基準等の適用

当事業年度より、「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、当事業年度の営業利益及び経常利益

はそれぞれ1,888千円減少、税引前当期純利益は

8,696千円減少しております。 

 

【表示方法の変更】

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

（貸借対照表）  

 前事業年度において独立掲記しておりました「長期預

り保証金」（当事業年度680千円）は負債及び純資産の

合計の1/100以下であるため、当事業年度においては固

定負債の「その他」に含めて表示しております。    

       

                       ―   

            ―

（損益計算書）

１．前事業年度において「その他の営業外収益」に 含

めて表示しておりました「受取家賃」（前事業年度

3,848千円）は営業外収益の10/100を超えるため、当事

業年度においては独立掲記しております。

  

２．前事業年度において「固定資産除却損」に含めて表

示しておりました「ソフトウェア除却損」（前事業年度

1,689千円）は特別損失の10/100を超えるため、当事業

年度においては独立掲記しております。
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（７）個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成22年３月31日)

当事業年度 
(平成23年３月31日)

※１ このうち担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

  (1) 担保提供資産

投資有価証券 87,972千円

※１ このうち担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

  (1) 担保提供資産

投資有価証券 77,649千円

 

  (2) 上記に対応する債務

１年内返済予定の長
期借入金

100,000千円

上記の他投資有価証券20,524千円を商取引の担保に

供しております。 

 

 ２ 債務保証 

連結子会社である双葉テック株式会社の営業取引上

の債務32,432千円について債務保証を行っておりま

す。

 

  (2) 上記に対応する債務

長期借入金 100,000千円

上記の他投資有価証券20,264千円を商取引の担保に

供しております。 

 

 ２ 債務保証 

連結子会社である双葉テック株式会社の営業取引上

の債務55,641千円について債務保証を行っておりま

す。

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額 

   売上原価       24,853千円

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額 

   売上原価     1,702千円

※２ 関係会社との取引にかかるものは、次のとおりで

あります。

受取配当金 39,900千円
 

        ―

※３ 過年度損益修正益の内訳 

 

前期売上高修正益 17,700千円

過年度消費税等修正益 4,287千円

合計 21,987千円

※３ 過年度損益修正益の内訳 

 

過年度関係会社未収入金 36,386千円

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

工具、器具及び備品 1,208千円

ソフトウエア 1,689千円

合計 2,897千円

※４ 有形固定資産除却損の内容は、次のとおりであり

ます。

工具、器具及び備品 2,787千円

           ―

※５ 過年度損益修正損の内訳

     過年度消費税等修正損  3,697千円

※６ その他（特別損失）内訳

借家権除却 825千円

減損損失 2,323千円

合計 3,149千円

※６ その他（特別損失）内訳

借家権除却 279千円

その他   6千円

合計 285千円
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前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

  自己株式に関する事項 

 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加      1,227株 

  

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

  自己株式に関する事項 

 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加      2,710株 

  

 該当事項はありません。 

  

資産除去債務の貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動はあり

ません。 

 当社グループは、営業拠点の不動産賃貸契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産

除去債務として認識しております。 

 なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関連する敷金の回収が 終的に見込め

ないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法に

よっております。 

（注）当事業年度から「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)を適用しているため、当事業年度の期首における残高を前事業年度の末日における残高として

おります。 

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 131,111 1,227 ― 132,338

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 132,338 2,710 ― 135,048

(企業結合等関係)

(資産除去債務関係)
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(注) 算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

１ １株当たり純資産額 

 
２ １株当たり当期純利益 

 
  

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 967円05銭 １株当たり純資産額 990円71銭

１株当たり当期純損失金額 △３円36銭 １株当たり当期純利益金額 35円87銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため、記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

前事業年度末
(平成22年３月31日)

当事業年度末 
(平成23年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 6,128,824 6,276,087

普通株式に係る純資産額(千円) 6,128,824 6,276,087

普通株式の発行済株式数(株) 6,470,000 6,470,000

普通株式の自己株式数(株) 132,338 135,048

１株当たり純資産の算定に用いられた普
通株式の数(株)

6,337,662 6,334,952

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△）(千円) △21,315 227,305

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益又は当期純損
失（△）(千円)

△21,315 227,305

期中平均株式数(株) 普通株式 6,337,942 普通株式 6,336,443

(重要な後発事象)
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(注) １．上記は製造を行っております連結子会社（双葉テック㈱）の合計額であります。 

２．千円未満の金額は切捨てて表示しております。 

３．上記金額は製造原価によっております。 

４．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 
(注) １．連結子会社（双葉テック㈱）において受注生産を行っております。 

２．千円未満の金額は切捨てて表示しております。 

３．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 
 (注) １．千円未満の金額は切捨てて表示しております。 

 ２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 ３．総販売実績に対し10％以上に該当する販売先はありません。 

１．代表取締役の異動 

      該当事項はありません。 

   ２．その他の役員の異動 

 役員の異動につきましては、平成23年４月15日付「当社および連結子会社の人事異動のお知ら

せ」のとおりであります。 

６．その他

（１）生産、受注及び販売の状況

 １．生産実績

（単位：千円）

品   目   別
前   連   結   会   計   年   度 当   連   結   会   計   年   度

生   産   高 前  期  比  （％） 生   産   高 前  期  比  （％）

工 業 用 計 測 制 御 機 器 253,060 △ 9.7 241,006 △4.8

産  業  機  械 144,326 △39.9 194,917 35.1

合     計 397,387 △23.6 435,924 9.7

 ２．受注状況

（単位：千円）

品   目   別
前   連   結   会   計   年   度 当   連   結   会   計   年   度

受 注 高 前期比（％） 受 注 残 高 前期比（％） 受 注 高 前期比（％） 受 注 残 高 前期比（％）

工 業 用 計 測 制 御 機 器 263,273 △ 22.0 51,456 △ 27.1 274,221 4.2 17,022 △66.9

産  業  機  械 130,634 △56.3 77,665 △ 25.3 170,545 30.6 42,033 △45.9

合     計 393,907 △38.1 129,121 △ 26.0 444,767 12.9 59,056 △54.3

 ３.販売実績

（単位：千円）

品   目   別
前   連   結   会   計   年   度 当   連   結   会   計   年   度

販   売   高 前  期  比  （％） 販   売   高 前  期  比  （％）

工 業 用 計 測 制 御 機 器 13,000,593 △15.4 14,170,479 9.0

環 境 計 測 ・ 分 析 機 器 1,815,331 △15.8 1,986,110 9.4

測 定 ・ 検 査 機 器 1,142,230 △30.0 1,404,433 23.0

産  業  機  械 8,314,345 △13.4 7,746,199 △6.8

合     計 24,272,500 △15.6 25,307,222 4.3

（２）役員の異動
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