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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

　

回次
第41期
第１四半期
累計(会計)期間

第42期 
第１四半期 
累計(会計)期間

第41期

会計期間

自　平成20年
　　11月１日
至　平成21年
　 １月31日

自　平成21年 
　　11月１日 
至　平成22年 
　 １月31日

自　平成20年
　 11月１日
至　平成21年
　 10月31日

売上高 (千円) 1,086,7321,164,1094,346,202

経常利益 (千円) 63,899 55,328 128,713

四半期(当期)純利益 (千円) 34,748 33,415 68,972

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ─ ─ ─

資本金 (千円) 601,800 601,800 601,800

発行済株式総数 (株) 7,200,0007,200,0007,200,000

純資産額 (千円) 3,748,8873,743,7253,779,440

総資産額 (千円) 4,783,0694,886,2864,679,660

１株当たり純資産額 (円) 564.98 567.50 571.88

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 5.22 5.05 10.41

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ─ ─ ─

１株当たり配当額 (円) ─ ─ 10.00

自己資本比率 (％) 78.4 76.6 80.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 16,434 141,602 194,255

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 80,015 6,606 △137,713

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △103,138△67,441△120,200

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 238,850 262,659 181,976

従業員数 (名) 179 179 181

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が１社存在しますが、損益等からみて重要性が乏しい

ため記載しておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益は、潜在株式が存在していないため、記載しておりません。

４　従業員数は、就業人員数であります。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の

内容に重要な変更はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成22年１月31日現在

従業員数(名) 179

(注) 従業員数は、就業人員数であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次の通りであります。

　

事業部門別の名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

フィルター部門 943,213 111.6

燃焼機器部門 42,218 56.2

合計 985,432 107.1

(注) １　金額は、平均販売価格によっております。
２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 仕入実績

当第１四半期会計期間における仕入実績を事業部門別に示すと、次の通りであります。

　

事業部門別の名称 仕入高(千円) 前年同四半期比(％)

フィルター部門 128,393 99.2

燃焼機器部門 2,671 73.6

合計 131,064 98.5

(注) １　金額は、仕入価格によっております。
２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
(3) 受注実績

当社は、見込生産方式をとっているため該当事項はありません。

　
(4) 販売実績

当第１四半期会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次の通りであります。

　

事業部門別の名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

フィルター部門 1,105,842 110.5

燃焼機器部門 58,267 67.7

合計 1,164,109 107.1

(注) １　金額は、販売価格で記載しております。

２　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
　

相手先

前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

ユニオンモーター㈱ 276,241 25.4 319,479 27.4

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業等のリスク】

当第１四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

　

(1) 財政状態の分析

①資産

流動資産は、30億57百万円（前事業年度末比2.4％減）となりました。主な要因は、現金及び預金が30

百万円、受取手形及び売掛金が57百万円減少したことによるものです。

固定資産は、18億28百万円（前事業年度末比18.1％増）となりました。主な要因は、有形固定資産が

３億１百万円増加したことによるものです。

この結果、総資産は、48億86百万円（前事業年度末比4.4％増）となりました。

②負債

流動負債は、９億56百万円（前事業年度末比33.4％増）となりました。主な要因は、未払法人税等が

33百万円増加したこと、賞与引当金が46百万円増加したこと及び設備関係支払手形が１億38百万円増

加したことによるものです。

固定負債は、１億85百万円（前事業年度末比1.5％増）となりました。主な要因は、役員退職慰労引当

金が16百万円減少したものの、リース債務が19百万円増加したことによるものです。

この結果、負債合計は、11億42百万円（前事業年度末比26.9％増）となりました。

③純資産

純資産合計は、37億43百万円（前事業年度末比0.9％減）となりました。主な要因は、利益剰余金が32

百万円減少したことによるものです。
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(2) 経営成績の分析

当第１四半期会計期間におけるわが国の経済は、緩やかな回復基調にあるものの、円高による企業収

益の圧迫及び厳しい雇用情勢に伴い、企業の設備投資及び個人消費は依然として厳しく、先行きが不透

明な状況で推移しました。

こうした状況のなかで、当社が属しております市販メーカーにおいては、カーディーラーでの交換頻

度が増えていること及びガソリンスタンドのセルフ化の影響を受けて厳しい状況になっているなか

で、海外からの安価な商品が入って来ている等、当社を取り巻く経営環境は一段と厳しさを増しまし

た。

①売上高

当第１四半期会計期間の売上高は、11億64百万円(前年同四半期比7.1％増)となりました。

事業部門別の業績を示すと、次の通りであります。

(フィルター部門)

国内は同業者向けが増加し、輸出は東南アジア向けが増加しました。その結果、売上高は11億５百

万円(前年同四半期比10.5％増）となりました。

(燃焼機器部門)

外食産業用フライヤーが減少しました。その結果、売上高は58百万円(前年同四半期比32.3％減）

となりました。

②営業利益

上記①売上高に記載の通り、売上高は増加したものの、前事業年度に発生した当社第３工場の火災に

伴う経費の発生及び生産効率の悪化が要因となり、営業利益は52百万円(前年同四半期比13.1％減)と

なりました。

③経常利益

上記①売上高及び②営業利益に記載の通り、売上高は増加したものの、前事業年度に発生した当社第

３工場の火災に伴う経費の発生及び生産効率の悪化が要因となり、経常利益は55百万円(前年同四半期

比13.4％減)となりました。

④四半期損益

上記①売上高、②営業利益及び③経常利益に記載の通り、売上高は増加したものの、前事業年度に発

生した当社第３工場の火災に伴う経費の発生及び生産効率の悪化、法人税、住民税及び事業税が32百万

円増加したものの、法人税等調整額が34百万円減少したことが要因となり、四半期純利益は33百万円

(前年同四半期比3.8％減)となりました。

　

EDINET提出書類

エイケン工業株式会社(E02232)

四半期報告書

 6/23



(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の第１四半期会計期間

末残高は、税引前四半期純利益が57百万円となったことにより、２億62百万円（前事業年度末比80百万

円増）となりました。

当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りでありま

す。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、役員退職慰労引当金の増減額が16百万円の減少となったこ

と及び未払消費税等の増減額が17百万円の減少となったものの、税引前四半期純利益が57百万円と

なったこと、賞与引当金の増減額が46百万円の増加となったこと及び売上債権の増減額が59百万円の

減少となったことにより、１億41百万円の収入（前年同四半期比１億25百万円増）となりました。

(投資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・フローは、定期預金の預入による支出が１億61百万円となったこと及

び有形固定資産の取得による支出が１億２百万円となったものの、定期預金の払戻による収入が２億

72百万円となったことにより、６百万円の収入（前年同四半期比73百万円減）となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出が４百万円となったこと及び配

当金の支払額が62百万円となったことにより、67百万円の支出（前年同四半期比35百万円減）となり

ました。

　
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

　
(5) 研究開発活動

当第１四半期会計期間の研究開発費の総額は、20,274千円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

平成21年８月29日に発生いたしました火災事故により、建物、機械設備及び金型等を焼失しました

が、当第１四半期会計期間において、以下の設備を取得いたしました。

　

事業所名
(所在地)

事業部門の
名称

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(名)建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

その他 合計

本社工場
(静岡県御前崎
市)

フィルター
部門

第３工場及
び製造設備

106,638135,877
─

(  　 ─)
11,499254,014─

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期会計期間において、前事業年度末に計画中であった当社第３工場の復旧建設工事につ

きましては、平成21年12月に完了し、さらに、ホットメルトアプリケータ及び濾紙折りラインにつきま

しては、平成22年１月に完了いたしました。これに伴い、火災事故による設備の焼失により減少した生

産能力は、焼失前の水準まで回復する見込みであります。

また、当第１四半期会計期間において、新たに確定した設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 26,400,000

計 26,400,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年１月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年３月17日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 7,200,000 7,200,000
ジャスダック
証券取引所

単元株式数は1,000株であり
ます。

計 7,200,000 7,200,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成21年11月１日～
平成22年１月31日

─ 7,200,000 ─ 601,800 ─ 389,764

　

(5) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大量保有報告書の写しの送付がなく、大株主の異動は把握しており

ません。

　

EDINET提出書類

エイケン工業株式会社(E02232)

四半期報告書

 9/23



(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないた

め、記載することができませんので、直前の基準日である平成21年10月31日現在の株主名簿により記載

しております。

① 【発行済株式】

　 　 　 平成21年10月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ― ─

議決権制限株式(自己株式等) ─ ― ─

議決権制限株式(その他) ─ ─ ─

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式　591,000

― ─

完全議決権株式(その他) 普通株式6,606,000 6,606 ─

単元未満株式 普通株式　　3,000 ― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 7,200,000― ―

総株主の議決権 ― 6,606 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式206株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成21年10月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
エイケン工業株式会社

静岡県御前崎市門屋1370 591,000─ 591,000 8.21

計 ― 591,000─ 591,000 8.21

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
11月

　
12月

平成22年　
１月

最高(円) 375 360 356

最低(円) 350 316 321

(注)　株価はジャスダック証券取引所におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第１四半期累計期間(平成20年11月１日から平成21年１月31日まで)は、改正前の四半期財務諸表

等規則に基づき、当第１四半期累計期間(平成21年11月１日から平成22年１月31日まで)は、改正後の四半期

財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期累計期間(平成20年11月１日か

ら平成21年１月31日まで)に係る四半期財務諸表については、監査法人トーマツにより四半期レビューを受

け、当第１四半期累計期間(平成21年11月１日から平成22年１月31日まで)に係る四半期財務諸表について

は、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。

なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって有限責任監査法人

トーマツとなりました。

　

３　四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第５条第２

項により、当社では、損益等から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関

する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりませ

ん。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次の通りであり、会社間取引項目

消去前の数値により算出しております。

①資産基準 0.6％

②売上高基準 2.1％

③利益基準 △2.1％

④利益剰余金基準 △0.1％
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成22年１月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,050,659 1,080,976

受取手形及び売掛金 ※３
 1,103,777

※３
 1,161,284

商品及び製品 412,265 437,501

仕掛品 41,047 32,008

原材料及び貯蔵品 154,625 142,736

未収還付法人税等 69,678 69,678

その他 226,438 208,289

貸倒引当金 △1,111 △1,172

流動資産合計 3,057,382 3,131,302

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※１
 527,961

※１
 385,947

その他（純額） ※１
 918,541

※１
 758,892

有形固定資産合計 1,446,503 1,144,840

無形固定資産 13,015 12,603

投資その他の資産

その他 369,835 391,414

貸倒引当金 △450 △500

投資その他の資産合計 369,385 390,914

固定資産合計 1,828,903 1,548,358

資産合計 4,886,286 4,679,660

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 321,859 329,073

短期借入金 150,000 150,000

未払法人税等 34,200 536

賞与引当金 70,434 23,478

その他 380,180 213,919

流動負債合計 956,674 717,008

固定負債

長期借入金 50,000 50,000

退職給付引当金 84,804 86,397

役員退職慰労引当金 28,142 44,815

その他 22,938 2,000

固定負債合計 185,885 183,212

負債合計 1,142,560 900,220
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成22年１月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年10月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 601,800 601,800

資本剰余金 389,764 389,764

利益剰余金 3,064,226 3,096,899

自己株式 △305,200 △301,117

株主資本合計 3,750,591 3,787,346

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △6,865 △7,906

評価・換算差額等合計 △6,865 △7,906

純資産合計 3,743,725 3,779,440

負債純資産合計 4,886,286 4,679,660
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(2)【四半期損益計算書】
　【第１四半期累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成20年11月１日
  至 平成21年１月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成21年11月１日
  至 平成22年１月31日)

売上高 1,086,732 1,164,109

売上原価 880,109 960,192

売上総利益 206,623 203,916

販売費及び一般管理費 ※
 146,629

※
 151,807

営業利益 59,994 52,109

営業外収益

受取利息 1,199 748

受取配当金 848 1,229

受取賃貸料 2,151 2,123

その他 2,055 956

営業外収益合計 6,254 5,058

営業外費用

支払利息 615 548

売上割引 1,256 1,214

その他 477 76

営業外費用合計 2,349 1,839

経常利益 63,899 55,328

特別利益

固定資産売却益 174 －

貸倒引当金戻入額 145 111

保険解約返戻金 871 2,980

特別利益合計 1,191 3,091

特別損失

固定資産除却損 3,727 1,013

貸倒引当金繰入額 75 －

特別損失合計 3,802 1,013

税引前四半期純利益 61,289 57,406

法人税、住民税及び事業税 204 32,653

法人税等調整額 26,335 △8,662

法人税等合計 26,540 23,990

四半期純利益 34,748 33,415
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成20年11月１日
  至 平成21年１月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成21年11月１日
  至 平成22年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 61,289 57,406

減価償却費 47,119 41,384

退職給付引当金の増減額（△は減少） △644 △1,592

賞与引当金の増減額（△は減少） 49,814 46,956

貸倒引当金の増減額（△は減少） △70 △111

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △124,337 △16,672

受取利息及び受取配当金 △2,047 △1,977

支払利息 615 548

投資有価証券評価損益（△は益） － △368

固定資産売却損益（△は益） △174 －

固定資産除却損 3,727 1,013

保険解約損益（△は益） △871 △2,980

売上債権の増減額（△は増加） 127,919 59,809

たな卸資産の増減額（△は増加） △60,671 4,307

仕入債務の増減額（△は減少） △85,018 △7,214

未払消費税等の増減額（△は減少） △8,842 △17,018

その他 112,765 △21,270

小計 120,569 142,220

利息及び配当金の受取額 1,194 1,667

利息の支払額 △621 △545

法人税等の支払額 △104,708 △489

災害損失の支払額 － △1,250

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,434 141,602

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 △61,000 △161,000

定期預金の払戻による収入 172,000 272,000

有形固定資産の取得による支出 △33,855 △102,994

無形固定資産の取得による支出 － △1,418

その他の支出 △79 △79

その他の収入 2,951 99

投資活動によるキャッシュ・フロー 80,015 6,606

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △9,020 △4,083

リース債務の返済による支出 － △867

配当金の支払額 △94,118 △62,491

財務活動によるキャッシュ・フロー △103,138 △67,441

現金及び現金同等物に係る換算差額 △445 △84

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,134 80,683

現金及び現金同等物の期首残高 245,984 181,976
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(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成20年11月１日
  至 平成21年１月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成21年11月１日
  至 平成22年１月31日)

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 238,850

※
 262,659
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期会計期間(自　平成21年11月１日　至　平成22年１月31日)

該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第１四半期会計期間(自　平成21年11月１日　至　平成22年１月31日)

該当事項はありません。

　

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期会計期間

(自　平成21年11月１日　至　平成22年１月31日)

棚卸資産の評価方法

当第１四半期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、前事業年度末の実地棚卸高を基礎とし

て合理的な方法により算定する方法によっております。
 

　

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第１四半期会計期間(自　平成21年11月１日　至　平成22年１月31日)

該当事項はありません。

　

【注記事項】

　

(四半期貸借対照表関係)

　
当第１四半期会計期間末
(平成22年１月31日)

前事業年度末
(平成21年10月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額 　2,863,854千円　※１　有形固定資産の減価償却累計額 　2,830,769千円

２　手形割引高

受取手形 2,571千円

２　手形割引高

受取手形 1,698千円

※３　第１四半期会計期間末日満期手形の取扱い

第１四半期会計期間末日満期手形は満期日に決

済が行われたものとして処理しております。なお、

内訳は次の通りであります。

受取手形 63,951千円
 

※３　期末日満期手形の取扱い

期末日満期手形は満期日に決済が行われたもの

として処理しております。なお、内訳は次の通りで

あります。

受取手形 68,917千円
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(四半期損益計算書関係)

　
前第１四半期累計期間
(自　平成20年11月１日 
  至　平成21年１月31日)

当第１四半期累計期間 
(自　平成21年11月１日 
  至　平成22年１月31日)

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。

運搬費 23,849千円

給料 38,147千円

賞与引当金繰入額 13,176千円

退職給付費用 896千円
 

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。

運搬費 25,330千円

給料 38,475千円

賞与引当金繰入額 11,717千円

退職給付費用 1,598千円
 

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第１四半期累計期間
(自　平成20年11月１日 
  至　平成21年１月31日)

当第１四半期累計期間 
(自　平成21年11月１日 
  至　平成22年１月31日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,026,850千円

預入期間が３か月超の定期預金 △788,000千円

現金及び現金同等物 238,850千円
 

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,050,659千円

預入期間が３か月超の定期預金 △788,000千円

現金及び現金同等物 262,659千円
 

　

(株主資本等関係)

当第１四半期会計期間末(平成22年１月31日)及び当第１四半期累計期間(自　平成21年11月１日　至　平成

22年１月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第１四半期会計期間末

普通株式(株) 7,200,000

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当第１四半期会計期間末

普通株式(株) 603,206

　

３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

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１月28日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 66,087 10.00平成21年10月31日 平成22年１月29日

　
　(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

４　株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(リース取引関係)

当第１四半期会計(累計)期間(自　平成21年11月１日　至　平成22年１月31日)

該当事項はありません。

　

(有価証券関係)

当第１四半期会計期間末(平成22年１月31日)

有価証券の四半期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があり

ません。

　

(デリバティブ取引関係)

当第１四半期会計期間末(平成22年１月31日)

デリバティブ取引の四半期会計期間末の契約額等は、前事業年度の末日と比較して著しい変動があり

ません。

　

(ストック・オプション等関係)

当第１四半期会計期間(自　平成21年11月１日　至　平成22年１月31日)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

当第１四半期会計期間(自　平成21年11月１日　至　平成22年１月31日)

該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

当第１四半期会計(累計)期間(自　平成21年11月１日　至　平成22年１月31日)

関連会社が１社存在しますが、損益等からみて重要性が乏しいため、記載しておりません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期会計期間末
(平成22年１月31日)

前事業年度末
(平成21年10月31日)

１株当たり純資産額 567円50銭
　

１株当たり純資産額 571円88銭
　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

　

項目
当第１四半期会計期間末
(平成22年１月31日)

前事業年度末
(平成21年10月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 3,743,725 3,779,440

普通株式に係る純資産額(千円) 3,743,725 3,779,440

普通株式の発行済株式数(株) 7,200,000 7,200,000

普通株式の自己株式数(株) 603,206 591,206

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(株)

6,596,794 6,608,794

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

　
前第１四半期累計期間
(自　平成20年11月１日 
  至　平成21年１月31日)

当第１四半期累計期間 
(自　平成21年11月１日 
  至　平成22年１月31日)

１株当たり四半期純利益 5円22銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、潜在株式
が存在していないため記載しておりません。

　

１株当たり四半期純利益 5円05銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、潜在株式
が存在していないため記載しておりません。

　

(注)　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
前第１四半期累計期間
(自　平成20年11月１日 
  至　平成21年１月31日)

当第１四半期累計期間 
(自　平成21年11月１日 
  至　平成22年１月31日)

四半期純利益(千円) 34,748 33,415

普通株式に係る四半期純利益(千円) 34,748 33,415

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 6,645,981 6,606,511

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年３月６日

エイケン工業株式会社

取締役会　御中

　

監査法人トーマツ

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　 浅　　野　　裕　　史　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士 　向　　　　　眞　　生　　印

　

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているエイ

ケン工業株式会社の平成20年11月１日から平成21年10月31日までの第41期事業年度の第１四半期累計期間

(平成20年11月１日から平成21年１月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期

損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明すること

にある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、エイケン工業株式会社の平成21年１月31日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22年３月８日

エイケン工業株式会社

取締役会　御中

　

有限責任監査法人トーマツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　 浅　　野　　裕　　史　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 　向　　　　　眞　　生　　印

　

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているエイ

ケン工業株式会社の平成21年11月１日から平成22年10月31日までの第42期事業年度の第１四半期会計期間

(平成21年11月１日から平成22年１月31日まで)及び第１四半期累計期間(平成21年11月１日から平成22年１

月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・

フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、エイケン工業株式会社の平成22年１月31日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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