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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 2,361 1.0 269 △3.4 167 △47.6 63 △72.5
22年3月期第2四半期 2,337 △5.3 279 149.3 318 265.0 229 651.1

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

23年3月期第2四半期 5.82 ―
22年3月期第2四半期 21.12 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第2四半期 6,323 2,633 38.9 226.34
22年3月期 6,812 2,620 36.1 225.85

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  2,462百万円 22年3月期  2,457百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― ― ― 10.00 10.00
23年3月期 ― ―
23年3月期 

（予想）
― 10.00 10.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 4,720 4.6 460 △4.3 350 △31.1 190 △41.0 17.46



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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き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「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 10,937,449株 22年3月期  10,937,449株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  57,366株 22年3月期  55,238株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 10,880,818株 22年3月期2Q  10,883,522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、新興国の需要拡大による輸出の増加はあったものの、世界経

済の減速懸念や急速な円高により、引き続き雇用情勢や所得環境は厳しく、依然として先行き不透明な状況が続い

ております。 

 このような環境のもと、当グループは高品質・高信用・高付加価値を重視するマーケットをターゲットに拡販を

進めてまいりました結果、当第２四半期連結累計期間の業績においては、売上高２３億６千１百万円（前年同四半

期比１．０％増）、営業利益２億６千９百万円（前年同四半期比３．４％減）、円高に伴う為替差損１億５百万円

計上により、経常利益１億６千７百万円（前年同四半期比４７．６％減）、四半期純利益６千３百万円（前年同四

半期比７２．５％減）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、国内外ともにコンドームの価格競争が激しさを増し、輸出における円高等の影響もありま

したが、売上高は１５億５千１百万円となり、引き続き世界市場へのポリウレタン製コンドームの拡販や経費の

節減により営業利益は３億８千１百万円となりました。 

② プラスチック製品事業 

 プラスチック製品事業は、原油相場が高止まりする中で、原料価格の値上げに伴うコストアップやプラスチッ

ク包装フィルムの販売価格の低迷等により、売上高は６億５千４百万円、営業利益は３千万円となりました。 

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１億５千５百万円、営業損失は７５万円となりました。 

   

（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４億８千９百万円減少し、６３億２千３百万

円となりました。これは主に、現金及び預金が４億５千５百万円、投資有価証券が６千８百万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５億２百万円減少し、３６億９千万円となりました。これは主に、長・短

期借入金が５億４千８百万円減少したこと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１千３百万円増加し、２６億３千３百万円となりました。これは主に、

四半期純利益６千３百万円と為替換算調整勘定が９千１百万円増加し、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４千万円減少したこと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 

 平成23年３月期の連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間では、売上高及び営業利益は前回予

想並みの水準で推移しておりますが、円高の影響により、為替差損が発生しております。なお、当第２四半期連結

累計期間の業績等を踏まえ、通期の業績予想については、「為替差損の発生並びに業績予想の修正に関するお知ら

せ」にて平成22年11月５日に発表しておりますので参照して下さい。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

・簡便な会計処理 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

② 原価差異の配賦方法 

  標準原価を適用しているために原価差異が生じた場合、当該原価差異の棚卸資産と売上原価への配賦を年度決

算と比較して簡便的に前連結会計年度末の配賦割合をもとに配賦しております。 

③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

  定率法を採用している固定資産については、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方

法によっております。 

④ 経過勘定項目の算定方法 

  前連結会計年度の実績をもとに合理的な算定方法により計上しております。 

⑤ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。 

  

・四半期特有の会計処理 

  税金費用については、当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。 

  なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。  

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 会計処理基準に関する会計基準の適用 

 （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

  第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。 

  これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益に与える影響は軽微であり、税金等調整前四

半期純利益は6,438千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は

5,215千円であります。 

② 表示方法の変更 

 （四半期連結損益計算書） 

  前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「作業くず売却

益」は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間より区分掲記することとしまし

た。なお、前第２四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「作業くず売却益」は、5,021千円

であります。 

  

  「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しておりま

す。 

  

２．その他の情報
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 527,999 983,092

受取手形及び売掛金 1,828,138 1,634,200

商品及び製品 299,910 396,702

仕掛品 400,732 393,621

原材料及び貯蔵品 311,668 288,875

繰延税金資産 64,728 66,028

その他 26,154 50,670

貸倒引当金 △85,334 △87,040

流動資産合計 3,373,998 3,726,151

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,771,235 1,772,728

減価償却累計額 △1,189,472 △1,178,705

建物及び構築物（純額） 581,763 594,022

機械装置及び運搬具 4,152,032 4,147,111

減価償却累計額 △3,204,943 △3,143,110

機械装置及び運搬具（純額） 947,089 1,004,001

土地 946,545 946,726

建設仮勘定 4,466 3,471

その他 230,120 229,350

減価償却累計額 △209,188 △208,294

その他（純額） 20,932 21,055

有形固定資産合計 2,500,798 2,569,277

無形固定資産   

のれん 37,445 49,838

その他 2,977 3,139

無形固定資産合計 40,423 52,977

投資その他の資産   

投資有価証券 340,971 409,066

繰延税金資産 14,706 －

その他 54,843 57,576

貸倒引当金 △2,135 △2,383

投資その他の資産合計 408,385 464,259

固定資産合計 2,949,606 3,086,514

資産合計 6,323,605 6,812,666
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 465,118 437,057

短期借入金 1,940,850 2,329,400

未払法人税等 85,009 121,205

賞与引当金 85,247 67,301

その他 271,720 250,302

流動負債合計 2,847,945 3,205,267

固定負債   

長期借入金 521,600 681,200

退職給付引当金 124,329 110,464

役員退職慰労引当金 186,701 180,786

資産除去債務 5,215 －

長期預り保証金 2,000 3,500

繰延税金負債 － 11,320

その他 2,500 －

固定負債合計 842,346 987,271

負債合計 3,690,291 4,192,538

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 1,879,044 1,924,583

自己株式 △17,658 △17,170

株主資本合計 3,090,208 3,136,234

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 58,932 99,429

為替換算調整勘定 △686,569 △777,921

評価・換算差額等合計 △627,637 △678,492

少数株主持分 170,742 162,384

純資産合計 2,633,313 2,620,127

負債純資産合計 6,323,605 6,812,666
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（２）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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第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) 

売上高 2,337,713 2,361,991

売上原価 1,426,236 1,489,762

売上総利益 911,477 872,228

販売費及び一般管理費 632,165 602,324

営業利益 279,311 269,904

営業外収益   

受取利息 68 118

受取配当金 4,673 4,998

作業くず売却益 － 6,454

為替差益 48,460 －

その他 12,360 13,807

営業外収益合計 65,563 25,378

営業外費用   

支払利息 25,881 22,927

為替差損 － 105,181

その他 352 96

営業外費用合計 26,234 128,205

経常利益 318,641 167,077

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 1,706

特別利益合計 － 1,706

特別損失   

固定資産除売却損 1,305 321

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,422

その他 － 2,500

特別損失合計 1,305 9,243

税金等調整前四半期純利益 317,335 159,541

法人税等 77,726 88,324

少数株主損益調整前四半期純利益 － 71,217

少数株主利益 9,770 7,934

四半期純利益 229,837 63,282
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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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