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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 6,746 1.3 377 △33.8 429 △30.6 267 △33.8

23年3月期第1四半期 6,661 2.1 571 △18.0 618 △17.5 403 △8.5

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 210百万円 （49.5％） 23年3月期第1四半期 140百万円 （―％）

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 11.24 ―

23年3月期第1四半期 17.00 ―

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 30,793 23,751 75.8
23年3月期 30,548 23,807 76.6

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  23,334百万円 23年3月期  23,392百万円

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 ― 11.00 ― 11.00 22.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 11.00 ― 11.00 22.00

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) 12,000 △2.7 750 △17.8 800 △17.3 500 △15.0 21.05
通期 24,500 0.3 1,600 △0.2 1,750 0.6 1,000 △1.0 42.10



(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、四半期決
算短信（添付資料）３ページ「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 25,372,447 株 23年3月期 25,372,447 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,621,744 株 23年3月期 1,621,704 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 23,750,737 株 23年3月期1Q 23,751,253 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月に発生した東日本大震災の影響によ

り依然として厳しい状況にあるものの、サプライチェーンの立て直しが進み、生産活動が回復していく

のに伴い、上向きの動きもみられます。しかし、電力供給の制約に加え、デフレの影響や雇用情勢の悪

化懸念など、依然として先行きは不透明な状況で推移してまいりました。 

 このような事業環境のなかで、当社グループは新製品上市による競争力の強化、新規テーマの獲得と

その拡販に努めてまいりましたが、感染予防対策関連商品の需要の減少により、家庭用製品事業では売

上高が減少し、損失が発生いたしました。一方、工業用製品事業では、販売数量の増加により、売上

高・利益ともに増加いたしました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は67億４千６百万円（前年同四半期比1.3％増）と増

収となりました。一方、利益面では営業利益３億７千７百万円（同33.8％減）、経常利益４億２千９百

万円（同30.6％減）となり、四半期純利益でも２億６千７百万円（同33.8％減）と減益となりました。

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

当セグメントにおきましては、化粧品用原料及び医薬中間体の販売数量が増加したことにより、売

上高・利益ともに増加いたしました。 

当セグメントにおきましては、手指消毒剤をはじめとした感染予防対策関連商品の需要の減少によ

り、売上高が減少し、損失が発生いたしました。 

当セグメントにおきましては、マンション分譲事業における完成済物件の販売減により、売上高・

利益ともに減少いたしました。 

当セグメントにおきましては、医薬品業界からの薬理・安全性試験の受託減により、売上高・利益

ともに減少いたしました。 

  

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

①  工業用製品事業

②  家庭用製品事業

③  不動産事業

④  その他の事業
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当第１四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度（以下「前期」という。）比２億４千４百万

円増加し、307億９千３百万円となりました。これは主として、現金及び預金の減少などにより流動資

産が３億円減少する一方で、建設仮勘定の増加などにより固定資産が５億４千４百万円増加したことに

よるものであります。 

当第１四半期連結会計期間の負債は、前期比２億９千９百万円増加し、70億４千１百万円となりまし

た。これは主として、繰延税金負債の減少などにより固定負債が２千１百万円減少する一方で、設備関

係未払金の増加などにより流動負債が３億２千１百万円増加したことによるものであります。  

当第１四半期連結会計期間の純資産は、前期比５千５百万円減少し、237億５千１百万円となりまし

た。これは主として、四半期純利益の計上２億６千７百万円及び配当金の支払い２億６千１百万円によ

り株主資本が５百万円増加する一方で、その他有価証券評価差額金及び為替換算調整勘定などの減少に

よりその他の包括利益累計額が６千４百万円減少したことなどによるものであります。 

  

第１四半期連結累計期間の売上高は、概ね計画どおりに推移しており、平成23年４月28日公表の業績

予想に修正はありません。 

なお、業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な

要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

（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。 

  

  

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
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３．四半期連結財務諸表 
（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 3,599,027 3,252,962

受取手形及び売掛金 6,485,809 6,987,531

商品及び製品 1,918,449 2,049,693

販売用不動産 708,340 520,660

仕掛品 1,259,480 966,490

仕掛販売用不動産 430,787 428,323

原材料及び貯蔵品 1,647,764 1,639,604

繰延税金資産 276,182 244,519

その他 317,022 252,843

貸倒引当金 △18,934 △19,027

流動資産合計 16,623,929 16,323,601

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,314,149 3,281,575

機械装置及び運搬具（純額） 1,006,886 999,440

土地 3,906,943 3,906,943

建設仮勘定 167,688 670,967

その他（純額） 412,528 399,391

有形固定資産合計 8,808,196 9,258,318

無形固定資産 380,786 435,583

投資その他の資産   

投資有価証券 4,268,719 4,311,326

その他 467,240 464,279

投資その他の資産合計 4,735,959 4,775,606

固定資産合計 13,924,943 14,469,508

資産合計 30,548,872 30,793,109
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,390,922 3,538,253

未払金 785,750 581,679

未払法人税等 95,601 59,534

繰延税金負債 2,925 －

賞与引当金 366,537 273,157

役員賞与引当金 37,053 8,731

設備関係未払金 353,976 780,339

その他 652,117 765,022

流動負債合計 5,684,885 6,006,719

固定負債   

繰延税金負債 282,069 268,363

退職給付引当金 560,604 554,232

長期未払金 55,633 45,173

長期預り保証金 116,307 116,872

資産除去債務 35,430 35,430

その他 6,387 14,396

固定負債合計 1,056,432 1,034,468

負債合計 6,741,318 7,041,187

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,933,221 5,933,221

資本剰余金 6,803,362 6,803,362

利益剰余金 11,346,697 11,352,487

自己株式 △1,021,690 △1,021,710

株主資本合計 23,061,591 23,067,360

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 507,100 473,180

繰延ヘッジ損益 5,442 △373

為替換算調整勘定 △181,284 △205,855

その他の包括利益累計額合計 331,257 266,952

少数株主持分 414,705 417,609

純資産合計 23,807,554 23,751,922

負債純資産合計 30,548,872 30,793,109
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
 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) 

売上高 6,661,169 6,746,877

売上原価 5,054,335 5,374,072

売上総利益 1,606,834 1,372,805

販売費及び一般管理費 1,035,778 994,998

営業利益 571,055 377,806

営業外収益   

受取利息 3,880 8,165

受取配当金 47,707 56,262

雑収入 8,371 8,962

営業外収益合計 59,959 73,391

営業外費用   

支払利息 1,018 1,020

為替差損 11,055 20,147

雑損失 234 547

営業外費用合計 12,309 21,714

経常利益 618,706 429,482

特別利益   

固定資産売却益 74,398 －

貸倒引当金戻入額 777 －

特別利益合計 75,176 －

特別損失   

固定資産除却損 15,005 416

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 35,430 －

特別損失合計 50,435 416

税金等調整前四半期純利益 643,448 429,066

法人税、住民税及び事業税 72,080 102,948

法人税等調整額 147,524 44,696

法人税等合計 219,605 147,644

少数株主損益調整前四半期純利益 423,842 281,421

少数株主利益 20,070 14,276

四半期純利益 403,772 267,144

少数株主利益 20,070 14,276

少数株主損益調整前四半期純利益 423,842 281,421

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △184,256 △33,919

繰延ヘッジ損益 △5,191 △6,446

為替換算調整勘定 △93,898 △30,983

その他の包括利益合計 △283,345 △71,349

四半期包括利益 140,496 210,071

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 140,002 202,838

少数株主に係る四半期包括利益 494 7,233
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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) 

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) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(単位：千円) 

 
(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

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) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(単位：千円) 

 
(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

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) 

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】

報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額(注)工業用製品 

事業
家庭用製品

事業
不動産
事業

その他の
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 4,509,975 1,371,532 570,967 208,694 6,661,169 － 6,661,169

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

36,091 16,452 6,868 － 59,412 △59,412 －

計 4,546,066 1,387,985 577,835 208,694 6,720,581 △59,412 6,661,169

セグメント利益 395,084 78,563 55,490 41,916 571,055 － 571,055

報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額(注)工業用製品 

事業
家庭用製品

事業
不動産
事業

その他の
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 4,999,190 1,251,394 291,837 204,454 6,746,877 － 6,746,877

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

36,770 18,505 7,893 － 63,169 △63,169 －

計 5,035,960 1,269,900 299,730 204,454 6,810,047 △63,169 6,746,877

セグメント利益又は損失(△) 422,299 △104,105 29,150 30,461 377,806 － 377,806

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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