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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 997 △11.2 20 △87.0 69 △42.0 32 △37.4

23年3月期第1四半期 1,123 △4.9 154 11.5 120 △28.0 52 △58.0

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 85百万円 （△44.1％） 23年3月期第1四半期 153百万円 （―％）

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 3.03 ―

23年3月期第1四半期 4.84 ―

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 6,023 2,657 41.2
23年3月期 5,781 2,680 43.4

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  2,481百万円 23年3月期  2,511百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） ― ― 10.00 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、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) 2,010 △14.9 70 △74.1 85 △49.1 45 △28.9 4.14
通期 4,020 △7.5 140 △62.6 170 △38.5 90 △39.9 8.27



(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（その他）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 

(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。 

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 10,937,449 株 23年3月期 10,937,449 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 60,091 株 23年3月期 59,816 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 10,877,550 株 23年3月期1Q 10,881,305 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後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、景気は持ち直しの兆しがあるものの、電力供給の制約や原子力災害及び原油高の影

響に加え、ますますの円高や雇用情勢の悪化等、景気が下振れするリスクが内在しております。  

 このような環境のもと、当社グループはコア技術戦略である薄膜化技術の研究を推し進めるとともに、サガミオ

リジナルをはじめとする商品群のブランド訴求力の向上を展開してまいりました。その結果、当第１四半期連結累

計期間の業績においては、売上高 百万円（前年同四半期比11.2％減）、営業利益 百万円（前年同四半期比

87.0％減）、円高に伴う為替差益 百万円の計上により、経常利益 百万円（前年同四半期比42.0％減）、四半期

純利益 百万円（前年同四半期比37.4％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、国内のコンドームにおいては消費自制や軟弱な販売価格の影響を受け、また海外において

は薄膜化したポリウレタン製コンドームの拡販に努めましたが、売上高は5億73百万円（前年同四半期比18.6％

減）、営業利益は74百万円（前年同四半期比63.8％減）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、震災直後の受注増はあったものの、震災により値上活動を抑制したため、従前から

の原料価格の高止まりを吸収することが出来ず、売上高は3億57百万円（前年同四半期比5.0％増）、営業利益は

17百万円（前年同四半期比20.8％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66百万円（前年同四半期比14.7％減）、営業損失は4百万円

（前年同四半期は営業損失36万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四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2億42百万円増加し、 百万円となりま

した。これは主に、現金及び預金が1億83百万円、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77

百万円増加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2億65百万円増加し、 百万円となりました。これは主に、支払手形

及び買掛金が73百万円、長・短期借入金が1億27百万円増加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22百万円減少し、26億57百万円となりました。これは主に、四半期純利

益 百万円と為替換算調整勘定が34百万円増加し、配当金1億8百万円を支払っ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24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年５月18日に発表いたしました第２四半期連結累計期間

及び通期の連結業績予想の数値から変更はありません。 

   

（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。 

  

（２）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

9億97 20

39 69

32

60億23

33億65

32

２．サマリー情報（その他）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 496,169 680,085 

受取手形及び売掛金 1,430,273 1,406,928 

たな卸資産 1,005,232 1,082,652 

繰延税金資産 47,976 48,285 

その他 23,184 29,082 

貸倒引当金 △77,215 △78,439 

流動資産合計 2,925,619 3,168,595 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,780,473 1,798,539 

減価償却累計額 △1,197,919 △1,209,501 

建物及び構築物（純額） 582,553 589,038 

機械装置及び運搬具 4,051,672 4,160,944 

減価償却累計額 △3,192,473 △3,294,487 

機械装置及び運搬具（純額） 859,199 866,456 

土地 944,550 947,921 

その他 223,031 217,298 

減価償却累計額 △204,865 △199,266 

その他（純額） 18,166 18,031 

有形固定資産合計 2,404,470 2,421,447 

無形固定資産   

のれん 25,053 18,857 

その他 2,594 2,592 

無形固定資産合計 27,648 21,449 

投資その他の資産   

投資有価証券 357,017 355,598 

繰延税金資産 11,685 1,428 

その他 57,114 57,576 

貸倒引当金 △2,494 △2,830 

投資その他の資産合計 423,323 411,772 

固定資産合計 2,855,442 2,854,670 

資産合計 5,781,062 6,023,265 
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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 474,095 547,743 

短期借入金 1,724,476 1,935,600 

未払法人税等 20,522 13,280 

賞与引当金 68,626 109,409 

その他 238,878 260,574 

流動負債合計 2,526,597 2,866,608 

固定負債   

長期借入金 258,600 175,200 

退職給付引当金 113,552 119,467 

役員退職慰労引当金 192,616 194,531 

資産除去債務 5,219 5,219 

長期預り保証金 1,000 1,750 

その他 2,500 2,500 

固定負債合計 573,488 498,667 

負債合計 3,100,085 3,365,275 

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 1,965,574 1,889,779 

自己株式 △18,194 △18,251 

株主資本合計 3,176,201 3,100,349 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 69,407 81,194 

為替換算調整勘定 △733,904 △699,635 

その他の包括利益累計額合計 △664,497 △618,440 

少数株主持分 169,272 176,081 

純資産合計 2,680,976 2,657,989 

負債純資産合計 5,781,062 6,023,265 
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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 1,123,120 997,813 

売上原価 675,896 694,771 

売上総利益 447,223 303,041 

販売費及び一般管理費 292,492 282,949 

営業利益 154,731 20,092 

営業外収益   

受取利息 58 55 

受取配当金 4,975 4,760 

作業くず売却益 3,453 3,409 

固定資産賃貸料 3,370 － 

為替差益 － 39,674 

その他 3,661 6,128 

営業外収益合計 15,518 54,029 

営業外費用   

支払利息 11,872 4,130 

為替差損 37,822 － 

その他 38 38 

営業外費用合計 49,734 4,168 

経常利益 120,515 69,953 

特別利益   

固定資産売却益 － 67 

貸倒引当金戻入額 1,524 － 

特別利益合計 1,524 67 

特別損失   

固定資産除売却損 5 204 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,422 － 

投資有価証券評価損 － 22,769 

その他 2,500 － 

特別損失合計 8,928 22,973 

税金等調整前四半期純利益 113,112 47,047 

法人税等 56,568 14,035 

少数株主損益調整前四半期純利益 56,543 33,011 

少数株主利益 3,853 30 

四半期純利益 52,690 32,981 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 56,543 33,011 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △33,128 11,787 

為替換算調整勘定 130,035 41,048 

その他の包括利益合計 96,906 52,835 

四半期包括利益 153,450 85,847 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 140,591 79,038 

少数株主に係る四半期包括利益 12,858 6,809 
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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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