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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 12,413 9.5 209 276.7 211 275.6 124 ―
23年3月期第2四半期 11,333 6.5 55 ― 56 ― △23 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 126百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △57百万円 （―％）

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2四半期 19.71 ―
23年3月期第2四半期 △3.78 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 15,858 6,405 40.4
23年3月期 17,202 6,310 36.7
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  6,405百万円 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 ― 5.00
24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

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2Q 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2Q 135,609 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2Q 6,334,786 株 23年3月期2Q 6,337,103 株
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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12月１日（木）・・・・・・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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英和㈱ (9857)　平成24年３月期　第２四半期決算短信

-1-



当第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年９月30日）におけるわが国経済は、東日本

大震災および原子力発電所の事故に伴う電力供給問題等により企業の生産や輸出の減少が懸念されまし

たが、サプライチェーンの復旧が進み、持ち直し傾向にありました。しかしながら、欧州の財政不安や

米国経済の低迷等により歴史的な円高水準が続き、投資マインドにも影響を及ぼし先行き不透明な状況

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、「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、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、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を実施

し、密着営業による深耕・拡大営業に注力するとともに、震災により被災した顧客に対し、設備の早期

復旧に 大限の協力を行ってまいりました。 

また、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、情報の共有と

活用により顧客の開拓と深耕を促進し、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

２四半期連結累計期間の売上高は124億13百万円（前年同四半期比9.5％増）となりました。 

利益面では、付加価値営業推進の成果もあり利益率が向上し、売上総利益19億92百万円（前年同四半

期比14.0％増）、営業利益２億９百万円（前年同四半期比276.7％増）、経常利益２億11百万円（前年

同四半期比275.6％増）となり、四半期純利益は子会社において還付税金が発生したことにより、１億

24百万円（前年同四半期は四半期純損失23百万円）となりました。 

  

 ①資産、負債および純資産の状況 

当第２四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13億43百万円減少し158

億58百万円となりました。これは前連結会計年度末に比べ現金及び預金が５億98百万円、受取手形及

び売掛金が８億１百万円それぞれ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14億38百万円減少し94億53百万円となりました。これ

は前連結会計年度末に比べ支払手形及び買掛金が12億47百万円、未払法人税等が１億79百万円それぞ

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１億24百万円であること等

により前連結会計年度末に比べ95百万円増加し64億５百万円となりました。その結果、自己資本比率

は40.4%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

英和㈱ (9857)　平成24年３月期　第２四半期決算短信

-2-



  
 ②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金および現金同等物（以下「資金」という）は20億11百万円

となり、前連結会計年度末に比べ５億98百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次

のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、５億99百万円となりました。

（前年同四半期連結累計期間は８億80百万円の減少）これは、売上債権が減少したものの、仕入債務

の支払いによる減少がそれを上回ったことが主な要因であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、17百万円となりました。（前年

同四半期連結累計期間は７百万円の減少）これは、有形固定資産および無形固定資産の取得による支

出が主な要因であります。 

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、６億17百万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） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は、18百万円となりました。（前年

同四半期連結累計期間は31百万円の減少）これは、配当の支払いによる支出があったものの、長期借

入による収入が、長期借入金の返済による支出を上回ったことが主な要因であります。  

  

今後の見通しといたしましては、欧州の財政不安や米国経済の低迷等により歴史的な円高水準が続い

ており、当企業グループ事業領域における国内設備投資については、先行き不透明な状況にあります。

このため、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が、現場戦力の強化・育成に

注力するとともに、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付加価値の高

いベストな提案を行い、提案型技術商社として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、平成24年３月期の連結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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,609,606 2,011,017

受取手形及び売掛金 11,205,242 10,403,791

たな卸資産 386,273 437,875

その他 244,504 237,722

貸倒引当金 △13,335 △12,430

流動資産合計 14,432,291 13,077,975

固定資産

有形固定資産 1,497,265 1,483,252

無形固定資産 110,725 104,158

投資その他の資産

その他 1,244,558 1,276,137

貸倒引当金 △82,558 △82,726

投資その他の資産合計 1,161,999 1,193,411

固定資産合計 2,769,991 2,780,821

資産合計 17,202,282 15,858,797

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,124,783 7,877,099

短期借入金 79,934 77,594

1年内返済予定の長期借入金 500,000 180,000

未払法人税等 273,540 93,953

賞与引当金 251,220 230,610

役員賞与引当金 11,000 6,000

その他 240,629 210,918

流動負債合計 10,481,107 8,676,175

固定負債

長期借入金 100,000 470,000

退職給付引当金 165,495 194,145

引当金 144,691 112,319

その他 680 680

固定負債合計 410,866 777,144

負債合計 10,891,973 9,453,320

英和㈱ (9857)　平成24年３月期　第２四半期決算短信

-5-



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９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 3,339,881

自己株式 △48,432 △48,578

株主資本合計 6,299,186 6,392,252

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 22,195

為替換算調整勘定 △11,475 △8,972

その他の包括利益累計額合計 11,122 13,223

純資産合計 6,310,309 6,405,476

負債純資産合計 17,202,282 15,858,797
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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２四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

売上高 11,333,097 12,413,463

売上原価 9,585,353 10,420,597

売上総利益 1,747,743 1,992,865

販売費及び一般管理費 1,692,003 1,782,890

営業利益 55,740 209,975

営業外収益

受取利息 1,423 1,987

受取配当金 3,014 3,230

仕入割引 6,412 8,465

為替差益 － 133

その他 6,329 6,513

営業外収益合計 17,181 20,331

営業外費用

支払利息 6,030 6,876

支払保証料 6,693 7,387

為替差損 8 －

その他 3,901 4,641

営業外費用合計 16,635 18,905

経常利益 56,286 211,400

特別利益

貸倒引当金戻入額 3,406 －

特別利益合計 3,406 －

特別損失

有形固定資産除却損 1,078 1,305

ソフトウエア除却損 10,451 －

投資有価証券評価損 3,950 －

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 19,320 －

その他 － 26

特別損失合計 41,609 1,331

税金等調整前四半期純利益 18,083 210,069

法人税、住民税及び事業税 30,491 86,893

法人税等還付税額 － △15,645

法人税等調整額 11,529 13,933

法人税等合計 42,020 85,181

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（△）

△23,937 124,887

四半期純利益又は四半期純損失（△） △23,937 124,887
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９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（△）

△23,937 124,887

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △32,539 △402

為替換算調整勘定 △791 2,503

その他の包括利益合計 △33,330 2,100

四半期包括利益 △57,268 126,988

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △57,268 126,988

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９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利益 18,083 210,069

減価償却費 37,728 38,136

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） △5,674 △736

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25,448 28,649

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,623 △32,371

受取利息及び受取配当金 △4,438 △5,218

支払利息 6,030 6,876

為替差損益（△は益） △3,319 △2,340

有形固定資産除却損 1,078 1,305

無形固定資産除却損 10,451 －

投資有価証券評価損益（△は益） 3,950 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,052,778 801,967

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,611 △51,469

その他の流動資産の増減額（△は増加） 9,474 △18,389

仕入債務の増減額（△は減少） △2,033,215 △1,248,394

その他の流動負債の増減額（△は減少） △9,898 △60,506

その他 △8,210 △17,160

小計 △910,911 △349,582

利息及び配当金の受取額 4,465 5,068

利息の支払額 △6,079 △6,730

法人税等の支払額 △23,288 △266,179

法人税等の還付額 55,733 17,536

営業活動によるキャッシュ・フロー △880,080 △599,888

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 △1,953 △9,560

無形固定資産の取得による支出 △4,160 △7,354

投資有価証券の取得による支出 － △359

その他 △900 △480

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,013 △17,753

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 100,000 550,000

長期借入金の返済による支出 △100,000 △500,000

自己株式の取得による支出 △191 △145

配当金の支払額 △31,644 △31,800

財務活動によるキャッシュ・フロー △31,836 18,053

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,022 1,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △921,951 △598,589

現金及び現金同等物の期首残高 2,930,840 2,609,606

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,008,888 2,011,017
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該当事項はありません。 

  

  Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９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２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

【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

（７）重要な後発事象
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当第２四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２四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２四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 116,307

産業機械 66,054

合計 182,362

(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 144,643 43,456

産業機械 102,562 80,276

合計 247,205 123,733

(3) 販売実績

品目別 販売高(千円)

工業用計測制御機器 7,225,031

環境計測・分析機器 1,044,437

測定・検査機器 561,422

産業機械 3,582,572

合計 12,413,463
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