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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 18,793 9.0 348 132.4 350 131.0 168 553.1
23年3月期第3四半期 17,245 8.0 149 ― 151 ― 25 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 165百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △5百万円 （―％）

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3四半期 26.64 ―
23年3月期第3四半期 4.08 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 16,274 6,412 39.4
23年3月期 17,202 6,310 36.7
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  6,412百万円 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  ：  有   

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 27,700 9.5 630 39.1 640 40.6 310 90.2 47.91



(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.２「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3Q 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3Q 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3Q 6,334,654 株 23年3月期3Q 6,336,910 株
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当第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年12月31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一時的な落ち込みが

ありましたが、サプライチェーンの復旧が進み、復旧需要等もあり持ち直し傾向となりました。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、また、タイの大洪水によ

る生産への影響等が懸念され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、震災による被災設備の復旧需要、生産回復に伴う企業の設備投資の増加や海外向け案件が

堅調に推移し、当第３四半期連結累計期間の売上高は187億93百万円（前年同四半期比9.0％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29億91百万円（前年同四半期

比12.3％増）、営業利益３億48百万円（前年同四半期比132.4％増）、経常利益３億50百万円（前年同

四半期比131.0％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、１億68

百万円（前年同四半期比553.1%増）となりました。 

  

当第３四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９億28百万円減少し162億

74百万円となりました。これは現金及び預金が前連結会計年度末に比べ11億85百万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10億30百万円減少し98億61百万円となりました。これは

支払手形及び買掛金が８億17百万円、未払法人税等が２億73百万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63百万円あること、四半期純利益が１億68百万円であること等に

より前連結会計年度末に比べ１億２百万円増加し64億12百万円となりました。その結果、自己資本比率

は39.4%となりました。 

  

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る歴史的な円高水準、タイ

の大洪水による一部国内生産調整の影響等により、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、 近の業績動向等を踏まえ、平成23年５月16

日に発表いたしました業績予想を上方修正しております。詳細につきましては、「業績予想の修正に関

するお知らせ」(平成24年２月３日)をご参照下さい。 

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

（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

- 3 -

英和㈱ (9857)　平成24年３月期　第３四半期決算短信



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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,609,606 1,424,449

受取手形及び売掛金 11,205,242 11,132,337

たな卸資産 386,273 745,872

その他 244,504 210,130

貸倒引当金 △13,335 △13,304

流動資産合計 14,432,291 13,499,485

固定資産

有形固定資産 1,497,265 1,481,650

無形固定資産 110,725 96,943

投資その他の資産

その他 1,244,558 1,279,843

貸倒引当金 △82,558 △83,880

投資その他の資産合計 1,161,999 1,195,963

固定資産合計 2,769,991 2,774,557

資産合計 17,202,282 16,274,043

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,124,783 8,307,357

短期借入金 79,934 177,986

1年内返済予定の長期借入金 500,000 180,000

未払法人税等 273,540 463

賞与引当金 251,220 103,147

役員賞与引当金 11,000 9,500

その他 240,629 286,431

流動負債合計 10,481,107 9,064,885

固定負債

長期借入金 100,000 470,000

退職給付引当金 165,495 210,637

引当金 144,691 115,474

その他 680 680

固定負債合計 410,866 796,792

負債合計 10,891,973 9,861,677
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12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 1,567,550 1,567,550

利益剰余金 3,246,668 3,352,090

自己株式 △48,432 △48,578

株主資本合計 6,299,186 6,404,462

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 19,961

為替換算調整勘定 △11,475 △12,058

その他の包括利益累計額合計 11,122 7,903

純資産合計 6,310,309 6,412,365

負債純資産合計 17,202,282 16,274,043
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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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 17,245,321 18,793,643

売上原価 14,580,278 15,801,887

売上総利益 2,665,042 2,991,755

販売費及び一般管理費 2,515,069 2,643,256

営業利益 149,973 348,498

営業外収益

受取利息 1,615 2,592

受取配当金 4,183 4,480

仕入割引 10,008 12,304

為替差益 773 －

その他 8,840 9,119

営業外収益合計 25,422 28,496

営業外費用

支払利息 8,925 9,309

支払保証料 10,279 11,305

為替差損 － 822

その他 4,612 5,336

営業外費用合計 23,817 26,774

経常利益 151,578 350,220

特別利益

貸倒引当金戻入額 2,081 －

特別利益合計 2,081 －

特別損失

有形固定資産除却損 1,939 1,893

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 －

事業構造改善費用 21,213 －

その他 － 26

特別損失合計 40,413 1,919

税金等調整前四半期純利益 113,246 348,300

法人税、住民税及び事業税 50,448 98,646

法人税等還付税額 － △15,645

法人税等調整額 36,954 96,531

法人税等合計 87,403 179,531

少数株主損益調整前四半期純利益 25,842 168,768

四半期純利益 25,842 168,768
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四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 25,842 168,768

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △27,804 △2,636

為替換算調整勘定 △3,424 △583

その他の包括利益合計 △31,229 △3,219

四半期包括利益 △5,387 165,549

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △5,387 165,549

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) 

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３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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）セグメント情報等

【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３四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３四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３四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 186,551

産業機械 103,509

合計 290,061

(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 220,565 40,607

産業機械 150,996 93,066

合計 371,561 133,673

(3) 販売実績

品目別 販売高(千円)

工業用計測制御機器 10,767,948

環境計測・分析機器 1,532,699

測定・検査機器 904,185

産業機械 5,588,808

合計 18,793,643
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