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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 2,914 △15.1 63 △83.6 78 △74.3 △69 ―

23年3月期第3四半期 3,434 1.3 388 4.2 306 △20.0 151 △40.1

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △227百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 217百万円 （―％）

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3四半期 △6.38 ―

23年3月期第3四半期 13.97 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 5,975 2,344 36.6
23年3月期 5,781 2,680 43.4

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  2,185百万円 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、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 3,920 △9.8 60 △84.0 70 △74.7 30 △80.0 2.76



(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3Q 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3Q 60,807 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3Q 10,877,217 株 23年3月期3Q 10,880,315 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災以降の混沌を脱し、緩やかな持ち直しの動きが

見られるものの、欧州を中心とする信用不安や円高の進行などにより、景気の回復のペースは鈍化し、けん引役で

あった中国を中心とした新興国でも、先進国向け輸出が減少するなど、世界経済も減速傾向となりました。 

 このような環境のもと、当社グループは周辺技術を生かした新商品の研究に邁進するとともに、一層の品質向上

と差別化を図り、消費者ニーズに合致した商品の拡販に取り組んでまいりましたが、当第３四半期連結累計期間の

売上高 百万円（前年同四半期比15.1％減）、営業利益 百万円（前年同四半期比83.6％減）、経常利益 百

万円（前年同四半期比74.3％減）、投資有価証券評価損45百万円及び子会社の特別退職金57百万円を特別損失に計

上したことにより、四半期純損失 百万円（前年同四半期は四半期純利益1億51百万円）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、新興国を中心にポリウレタン製コンドームの拡販に努めましたが、国内は脆弱な価格体系

に、輸出は円高の影響により売上高は17億36百万円（前年同四半期比21.6％減）、販売費の節減等により営業利

益は2億52百万円（前年同四半期比52.6％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、原料価格の高止まりを回避すべく、輸入原料の購入等コスト削減に傾注しました

が、販売価格の低迷と相俟って、流通在庫の解消が長引き、売上高は9億77百万円（前年同四半期比1.7％減）、

営業利益は26百万円（前年同四半期比55.6％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2億円（前年同四半期比11.3％減）、営業損失は10百万円

（前年同四半期は営業損失1百万円）となりました。 

     

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四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1億94百万円増加し、 百万円となりま

した。これは主に、現金及び預金が4億44百万円増加し、有形固定資産が2億8百万円、投資有価証券が50百万円減

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5億30百万円増加し、 百万円となりました。これは主に、長・短期

借入金が4億77百万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3億36百万円減少し、 百万円となりました。これは主に、四半期

純損失 百万円と為替換算調整勘定が1億46百万円減少し、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11月８日に発表いたしました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） 

 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

29億14 63 78

69

59億75

36億30

23億44

69

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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 496,169 940,385 

受取手形及び売掛金 1,430,273 1,455,322 

たな卸資産 1,005,232 969,220 

繰延税金資産 47,976 48,029 

その他 23,184 66,663 

貸倒引当金 △77,215 △81,814 

流動資産合計 2,925,619 3,397,807 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,780,473 1,751,768 

減価償却累計額 △1,197,919 △1,210,086 

建物及び構築物（純額） 582,553 541,682 

機械装置及び運搬具 4,051,672 3,804,292 

減価償却累計額 △3,192,473 △3,109,701 

機械装置及び運搬具（純額） 859,199 694,591 

土地 944,550 938,031 

その他 223,031 218,872 

減価償却累計額 △204,865 △197,367 

その他（純額） 18,166 21,505 

有形固定資産合計 2,404,470 2,195,810 

無形固定資産   

のれん 25,053 8,897 

その他 2,594 2,028 

無形固定資産合計 27,648 10,926 

投資その他の資産   

投資有価証券 357,017 306,524 

繰延税金資産 11,685 7,523 

その他 57,114 59,471 

貸倒引当金 △2,494 △2,932 

投資その他の資産合計 423,323 370,585 

固定資産合計 2,855,442 2,577,322 

資産合計 5,781,062 5,975,130 
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 474,095 533,204 

短期借入金 1,724,476 2,404,400 

未払法人税等 20,522 － 

賞与引当金 68,626 37,569 

その他 238,878 273,759 

流動負債合計 2,526,597 3,248,934 

固定負債   

長期借入金 258,600 56,400 

退職給付引当金 113,552 120,444 

役員退職慰労引当金 192,616 193,857 

資産除去債務 5,219 5,219 

長期預り保証金 1,000 3,250 

その他 2,500 2,500 

固定負債合計 573,488 381,671 

負債合計 3,100,085 3,630,605 

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 1,787,367 

自己株式 △18,194 △18,393 

株主資本合計 3,176,201 2,997,795 

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 68,181 

為替換算調整勘定 △733,904 △880,520 

その他の包括利益累計額合計 △664,497 △812,339 

少数株主持分 169,272 159,067 

純資産合計 2,680,976 2,344,524 

負債純資産合計 5,781,062 5,975,130 
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 3,434,554 2,914,304 

売上原価 2,162,034 2,000,531 

売上総利益 1,272,519 913,772 

販売費及び一般管理費 883,884 850,055 

営業利益 388,635 63,717 

営業外収益   

受取利息 156 341 

受取配当金 9,374 9,370 

作業くず売却益 9,940 8,908 

その他 14,802 23,944 

営業外収益合計 34,274 42,564 

営業外費用   

支払利息 30,435 11,000 

為替差損 85,497 16,179 

その他 153 125 

営業外費用合計 116,086 27,305 

経常利益 306,822 78,976 

特別利益   

固定資産売却益 139 92 

貸倒引当金戻入額 1,051 － 

特別利益合計 1,191 92 

特別損失   

固定資産除売却損 473 860 

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 － 45,961 

特別退職金 － 57,127 

その他 2,500 － 

特別損失合計 9,395 103,950 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

298,618 △24,881 

法人税等 135,514 39,194 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

163,103 △64,075 

少数株主利益 11,136 5,354 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 151,966 △69,429 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

163,103 △64,075 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △18,672 △1,225 

為替換算調整勘定 72,834 △162,174 

その他の包括利益合計 54,162 △163,400 

四半期包括利益 217,265 △227,476 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 205,439 △217,271 

少数株主に係る四半期包括利益 11,825 △10,204 
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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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