
平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年8月4日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 英和株式会社 上場取引所 大 
コード番号 9857 URL http://www.eiwa-net.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 阿部 健治
問合せ先責任者 （役職名） 取締役常務執行役員管理本部長 （氏名） 山枡 理伸 TEL 06-6539-4801
四半期報告書提出予定日 平成23年8月10日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 5,208 12.3 △3 ― △0 ― 9 ―
23年3月期第1四半期 4,638 0.9 △51 ― △52 ― △54 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 14百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △75百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 1.54 ―
23年3月期第1四半期 △8.54 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 16,097 6,292 39.1
23年3月期 17,202 6,310 36.7
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  6,292百万円 23年3月期  6,310百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

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



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、添付資
料P.３「1.当四半期決算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」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 6,470,000 株 23年3月期 6,470,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 135,177 株 23年3月期 135,048 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 6,334,898 株 23年3月期1Q 6,337,302 株
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当第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年６月30日）におけるわが国経済は、東日本

大震災発生に伴う企業の生産や輸出の大幅な減少に加え、円高や欧州の財政不安など、引き続き、先行

き不透明な中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、「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、石油化学、鉄鋼、電力業界を始めとする優良な既存顧客においては、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の提案

等、密着営業による深耕・拡大営業に注力するとともに、一部震災により被災した企業に対し、設備の

早期復旧に 大限の協力を行ってまいりました。 

 将来の成長分野と位置付ける自動車産業市場と中国市場においては、引き続き、顧客の開拓と深耕に

よる収益基盤の構築に邁進してまいりました。 

その結果、生産回復に伴う企業の設備投資の増加や、震災による被災設備の復旧需要等により、当第

１四半期連結累計期間の売上高は52億８百万円（前年同四半期比12.3％増）となり、売上総利益８億62

百万円（前年同四半期比16.4％増）、営業損失３百万円（前年同四半期は営業損失51百万円）、経常損

失０百万円（前年同四半期は経常損失52百万円）となりましたが、子会社において還付税金が発生した

ことにより、四半期純利益は９百万円（前年同四半期は四半期純損失54百万円）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11億４百万円減少し160億

97百万円となりました。これは受取手形及び売掛金が前連結会計年度末に比べ13億72百万円減少したこ

とが主な要因であります。 

 一方負債の部では、前連結会計年度末に比べ10億87百万円減少し98億４百万円となりました。これ

は支払手形及び買掛金が６億94百万円、未払法人税等が２億59百万円それぞれ減少したこと等によるも

のであります。 

純資産は剰余金の配当による減少が31百万円あること、四半期純利益が９百万円であること等により

前連結会計年度末に比べ17百万円減少し62億92百万円となりました。その結果、自己資本比率は39.1%

となりました。 

  

１．当四半期決算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、震災で寸断されたサプライチェーンの復旧が進み、生産にも回復の

兆しが見られるものの、円高の進行や欧州の財政不安に加え、全国的な広がりが懸念される電力不足の

影響など、経済環境の先行きは極めて不透明であります。このため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、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、現場戦力の強化・育成に注力するとともに、既存事業領域における顧客密着

営業強化と、投資分野の売上向上による収益の改善等の営業施策を実施することで、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23年５月16日に発表

いたしました業績予想通りであります。 

  

  

  

  

  

（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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,609,606 2,502,638

受取手形及び売掛金 11,205,242 9,832,328

たな卸資産 386,273 789,298

その他 244,504 283,039

貸倒引当金 △13,335 △11,751

流動資産合計 14,432,291 13,395,553

固定資産

有形固定資産 1,497,265 1,490,886

無形固定資産 110,725 104,087

投資その他の資産

その他 1,244,558 1,189,931

貸倒引当金 △82,558 △82,858

投資その他の資産合計 1,161,999 1,107,073

固定資産合計 2,769,991 2,702,047

資産合計 17,202,282 16,097,600

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,124,783 8,430,402

短期借入金 79,934 79,062

1年内返済予定の長期借入金 500,000 600,000

未払法人税等 273,540 14,454

引当金 262,220 89,434

その他 240,629 301,076

流動負債合計 10,481,107 9,514,430

固定負債

長期借入金 100,000 －

退職給付引当金 165,495 180,797

引当金 144,691 108,804

その他 680 680

固定負債合計 410,866 290,281

負債合計 10,891,973 9,804,711
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30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 3,246,668 3,224,752

自己株式 △48,432 △48,467

株主資本合計 6,299,186 6,277,234

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 22,598 24,564

為替換算調整勘定 △11,475 △8,909

その他の包括利益累計額合計 11,122 15,654

純資産合計 6,310,309 6,292,889

負債純資産合計 17,202,282 16,097,600
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

売上高 4,638,617 5,208,294

売上原価 3,898,316 4,346,249

売上総利益 740,301 862,045

販売費及び一般管理費 792,121 865,522

営業損失（△） △51,820 △3,476

営業外収益

受取利息 784 1,398

受取配当金 2,804 2,990

仕入割引 3,146 4,325

その他 2,737 2,625

営業外収益合計 9,473 11,339

営業外費用

支払利息 3,124 3,642

支払保証料 3,451 3,553

為替差損 84 88

その他 3,074 1,453

営業外費用合計 9,735 8,738

経常損失（△） △52,081 △875

特別利益

貸倒引当金戻入額 3,185 －

特別利益合計 3,185 －

特別損失

有形固定資産除却損 － 1,033

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 1,033

税金等調整前四半期純損失（△） △66,155 △1,909

法人税、住民税及び事業税 8,654 10,316

法人税等還付税額 － △15,645

法人税等調整額 △20,662 △6,338

法人税等合計 △12,007 △11,667

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△54,148 9,758

四半期純利益又は四半期純損失（△） △54,148 9,758
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四半期連結包括利益計算書

 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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△54,148 9,758

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △22,108 1,966

為替換算調整勘定 998 2,565

その他の包括利益合計 △21,109 4,531

四半期包括利益 △75,257 14,290

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △75,257 14,290

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

  Ⅰ 前第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) 

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。 

  

 Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

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。 

  

  該当事項はありません。 

   

  該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

【セグメント情報】

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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当第１四半期連結累計期間における生産実績は、次のとおりであります。 

 
(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㈱)の合計金額であります。 

２ 上記金額は製造原価によっております。 

３ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期連結累計期間における受注実績は、次のとおりであります。 

 
(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 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期連結累計期間における品目別の販売実績は、次のとおりであります。 

 
(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

５．補足情報

 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

品目別 生産高(千円)

工業用計測制御機器 54,723

産業機械 43,016

合計 97,740

(2) 受注状況

品目別 受注高(千円) 受注残高(千円)

工業用計測制御機器 85,771 45,257

産業機械 41,525 61,484

合計 127,296 106,742

(3) 販売実績

品目別 販売高(千円)

工業用計測制御機器 3,219,995

環境計測・分析機器 418,401

測定・検査機器 210,396

産業機械 1,359,501

合計 5,208,294
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