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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 2,002 1.8 107 812.1 106 60.8 51 2,840.1
24年3月期第2四半期 1,966 △16.7 11 △95.7 66 △60.2 1 △97.2

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 62百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △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

25年3月期第2四半期 4.71 ―
24年3月期第2四半期 0.16 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 5,983 2,530 39.4
24年3月期 5,970 2,577 40.4
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  2,359百万円 24年3月期  2,412百万円

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

24年3月期 ― ― ― 10.00 10.00
25年3月期 ― ―
25年3月期（予想） ― 10.00 10.00

3. 平成25年3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 3,970 3.7 180 167.6 200 169.4 130 66.4 11.95



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧下さい。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「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」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報
（注記事項）に関する事項」をご覧下さい。 

(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おります。 

※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）２ページ「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」をご覧下さい。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 10,937,449 株 24年3月期 10,937,449 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 61,907 株 24年3月期 60,857 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 10,876,120 株 24年3月期2Q 10,877,404 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、大震災からの復興需要を背景に、回復の兆しはあるものの、

円高や株安、ヨーロッパ債務危機や新興国の景気減速等の影響を受け、依然として弱含みで不透明な状況が続いて

います。 

 このような環境のもと、競争力のある商品作りや販売促進、コスト削減に努めた結果、当第２四半期連結累計期

間の売上高20億2百万円（前年同四半期比1.8％増）、営業利益1億7百万円（前年同四半期比812.1％増）、経常利

益1億6百万円（前年同四半期比60.8％増）、四半期純利益 百万円（前年同四半期比2840.1％増）となりました。

  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① ヘルスケア事業 

 ヘルスケア事業は、演劇集団とのコラボレーションやインターネット販売の促進等、積極的な営業活動を行う

とともに、ラテックス製コンドームの新製品の上市により売上高は堅調に伸び、12億54百万円（前年同四半期比

8.1％増）、営業利益は2億40百万円（前年同四半期比76.0％増）となりました。 

② プラスチック製品事業 

 プラスチック製品事業は、既存顧客の深耕や新規顧客の開拓、末端ユーザーへのアプローチを進めましたが、

原料価格の高止まりにより、売上高は6億26百万円（前年同四半期比6.6％減）、営業利益は6百万円（前年同四

半期比63.6％減）となりました。 

③ その他 

 その他の事業の入浴・介護サービス等の売上高は1億21百万円（前年同四半期比10.7％減）、営業損失は6百万

円（前年同四半期は営業損失6百万円）となりました。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ13百万円増加し、59億83百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金が1億35百万円増加し、商品及び製品・原材料及び貯蔵品・仕掛品等のたな卸資産

が86百万円、投資有価証券が49百万円減少したことによるものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ60百万円増加し、34億53百万円となりました。これは主に、長・短期借入

金が68百万円増加し、支払手形及び買掛金が27百万円減少したこと等によるものであります。 

  純資産合計は、前連結会計年度末に比べ46百万円減少し、25億30百万円となりました。これは主に、四半期純利

益51百万円と為替換算調整勘定が28百万円増加し、配当金1億8百万円の支払いとその他有価証券評価差額金が24百

万円減少したこと等によるものであります。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におきましては、前年同期を上回っており、平成24年５月18日に発表いたしました第

２四半期累計及び通期連結業績予想数値にて、総じて推移しております。よって、平成25年３月期の連結業績予想

につきましては、当初の通期連結業績予想の数値から変更はございません。 

 なお、実際の業績は、為替相場や株式市場の動向等様々な要因により差異が発生する可能性があります。  

     

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しており

ます。 

    

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。  

 これによる、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は

ありません。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

51

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 809,233 944,718

受取手形及び売掛金 1,444,798 1,514,704

たな卸資産 995,418 908,699

繰延税金資産 68,681 66,929

その他 64,479 31,601

貸倒引当金 △84,992 △84,337

流動資産合計 3,297,618 3,382,315

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,757,860 1,768,086

減価償却累計額 △1,218,715 △1,233,918

建物及び構築物（純額） 539,144 534,168

機械装置及び運搬具 3,741,935 3,771,491

減価償却累計額 △3,066,764 △3,123,648

機械装置及び運搬具（純額） 675,171 647,843

土地 939,379 940,337

建設仮勘定 － 4,814

その他 217,431 208,499

減価償却累計額 △199,394 △192,798

その他（純額） 18,037 15,700

有形固定資産合計 2,171,732 2,142,865

無形固定資産   

のれん 5,134 36

その他 1,832 1,830

無形固定資産合計 6,967 1,866

投資その他の資産   

投資有価証券 352,159 302,528

繰延税金資産 84,605 98,104

その他 61,769 64,697

貸倒引当金 △4,571 △8,417

投資その他の資産合計 493,962 456,912

固定資産合計 2,672,662 2,601,644

資産合計 5,970,281 5,983,960
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 569,538 542,186

短期借入金 2,189,200 2,280,600

未払法人税等 5,005 33,743

賞与引当金 68,333 81,699

その他 234,258 230,791

流動負債合計 3,066,334 3,169,021

固定負債   

長期借入金 23,400 －

退職給付引当金 96,028 71,109

役員退職慰労引当金 196,636 202,371

資産除去債務 5,246 5,246

長期預り保証金 3,100 3,100

その他 2,500 2,500

固定負債合計 326,910 284,326

負債合計 3,393,244 3,453,347

純資産の部   

株主資本   

資本金 547,436 547,436

資本剰余金 681,385 681,385

利益剰余金 1,934,901 1,877,386

自己株式 △18,403 △18,608

株主資本合計 3,145,319 3,087,599

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 92,270 67,798

為替換算調整勘定 △824,704 △796,087

その他の包括利益累計額合計 △732,434 △728,288

少数株主持分 164,151 171,301

純資産合計 2,577,036 2,530,612

負債純資産合計 5,970,281 5,983,960
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 1,966,745 2,002,443

売上原価 1,382,874 1,354,455

売上総利益 583,870 647,988

販売費及び一般管理費 572,136 540,951

営業利益 11,734 107,036

営業外収益   

受取利息 109 4,024

受取配当金 4,789 4,572

作業くず売却益 6,289 8,815

為替差益 31,447 －

その他 20,762 2,592

営業外収益合計 63,398 20,004

営業外費用   

支払利息 8,434 5,332

為替差損 － 14,646

その他 205 119

営業外費用合計 8,640 20,098

経常利益 66,491 106,942

特別利益   

固定資産売却益 67 －

特別利益合計 67 －

特別損失   

固定資産除売却損 262 2,831

投資有価証券評価損 44,216 12,582

その他 9,357 －

特別損失合計 53,836 15,413

税金等調整前四半期純利益 12,722 91,528

法人税等 10,371 34,723

少数株主損益調整前四半期純利益 2,351 56,804

少数株主利益 608 5,553

四半期純利益 1,743 51,251
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,351 56,804

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 7,880 △24,471

為替換算調整勘定 △15,702 30,213

その他の包括利益合計 △7,822 5,741

四半期包括利益 △5,470 62,546

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △7,896 55,396

少数株主に係る四半期包括利益 2,426 7,149
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 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）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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