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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 1,402 △11.8 174 △13.2 184 △12.1 100 △13.1
21年3月期第1四半期 1,590 ― 201 ― 209 ― 115 ―

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

22年3月期第1四半期 17.20 ―
21年3月期第1四半期 19.79 ―

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

22年3月期第1四半期 9,626 8,191 85.1 1,402.90
21年3月期 9,807 8,241 84.0 1,411.39

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  8,191百万円 21年3月期  8,241百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 30.00 30.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 30.00 30.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 
連結累計期間

3,130 △1.7 400 △9.2 410 △10.9 221 △12.4 37.85

通期 6,390 5.3 817 11.5 837 6.0 452 4.4 77.41
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4.  その他 
(1) 期中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) 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  無  

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(1)業績予想に関しましては、現時点では平成21年４月30日に発表した予想に変更はありません。 
(2)本資料に記載されている業績予想は、現時点における入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不安定な要素を含んでおります。実際の
業績等は今後発生する様々な要因により異なる結果になる可能性があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 5,840,000株 21年3月期  5,840,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,060株 21年3月期  1,060株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 5,838,940株 21年3月期第1四半期 5,838,950株
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当第１四半期における我が国経済は、昨年からの世界的な経済危機による影響が依然として根強く、企

業収益や雇用情勢、個人消費は低迷しており、引き続き厳しい状況で推移しました。 

 このような中、当社では前期好調であったバリューシリーズのほか、強アルカリイオン電解水生成機

「Ｚシリーズ」等の新商品数機種を市場に投入するとともに、顧客重視のアフターサービスの強化及び全

国各地における代理店講習会等を積極的に展開することで、新規顧客の開拓、休眠顧客の掘り起こしを図

ってまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は1,402百万円（前年同四半期比11.8％減）、営業利益

は174百万円（前年同四半期比13.2％減）、経常利益は184百万円（前年同四半期比12.1％減）となりまし

た。 

  

(1) 資産負債の増減 

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ181百万円減少し、9,626百

万円となりました。減少の主な要因は、商品が190百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が64百万

円増加したこと等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131百万円減少し、1,434百万円となりました。減少の主な要因

は、未払法人税等が122百万円、賞与引当金が47百万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49百万円減少し、8,191百万円となりました。 

これらの結果、自己資本比率は、前連結会計年度末より1.1ポイント上昇し、85.1％となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローについて 

営業活動の結果得られた資金は、156百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が184

百万円、たな卸資産の減少額が190百万円、未払金の増加額が48百万円あったものの、仕入債務の減少額

が49百万円、売上債権の増加額が44百万円、法人税等の支払額が158百万円あったことなどによるもので

す。 

投資活動の結果使用した資金は、65百万円となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出

額が70百万円あったことなどによるものです。 

財務活動の結果使用した資金は、135百万円となりました。これは主に、配当金の支払額が134百万円あ

ったことなどによるものです。 

以上の結果当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、42

百万円減少し、2,183百万円となりました。 

  

通期の業績予想につきましては、現時点で平成21年４月30日に発表した予想に変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  
  

定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

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

4. その他

(1) 期中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)

(2) 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

(3) 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
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5.【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１四半期連結会計期間末 
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,961,789 1,933,443 

受取手形及び売掛金 1,520,001 1,455,318 

有価証券 221,936 292,693 

商品 708,523 899,266 

その他 101,855 150,597 

貸倒引当金 △1,755 △1,345 

流動資産合計 4,512,352 4,729,975 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,337,531 1,354,896 

土地 3,270,925 3,270,925 

その他（純額） 58,537 59,146 

有形固定資産合計 4,666,994 4,684,968 

無形固定資産   

のれん 35,825 40,943 

その他 13,273 13,602 

無形固定資産合計 49,098 54,545 

投資その他の資産   

投資有価証券 117,564 36,390 

その他 283,201 306,182 

貸倒引当金 △3,014 △4,324 

投資その他の資産合計 397,751 338,247 

固定資産合計 5,113,843 5,077,762 

資産合計 9,626,195 9,807,737 
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 214,091 244,768 

未払法人税等 45,999 168,435 

賞与引当金 53,127 100,580 

商品保証引当金 14,400 15,000 

その他 414,144 315,479 

流動負債合計 741,762 844,264 

固定負債   

退職給付引当金 289,296 279,310 

役員退職慰労引当金 133,314 175,649 

再評価に係る繰延税金負債 234,216 234,216 

その他 36,178 33,282 

固定負債合計 693,005 722,458 

負債合計 1,434,767 1,566,722 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,797,681 1,797,681 

資本剰余金 2,122,148 2,122,148 

利益剰余金 6,507,169 6,581,891 

自己株式 △970 △970 

株主資本合計 10,426,027 10,500,750 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,987 △162 

繰延ヘッジ損益 △16,772 △35,758 

土地再評価差額金 △2,223,814 △2,223,814 

評価・換算差額等合計 △2,234,599 △2,259,735 

純資産合計 8,191,428 8,241,014 

負債純資産合計 9,626,195 9,807,737 
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(2)【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20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,590,172 1,402,792 

売上原価 725,527 636,935 

売上総利益 864,645 765,856 

販売費及び一般管理費 663,557 591,339 

営業利益 201,087 174,517 

営業外収益   

受取利息 1,792 1,304 

受取配当金 － 450 

有形固定資産売却益 － 2,412 

不動産賃貸料 4,575 4,530 

その他 2,514 1,204 

営業外収益合計 8,881 9,900 

営業外費用   

支払利息 95 － 

その他 32 － 

営業外費用合計 128 － 

経常利益 209,841 184,417 

特別損失   

有形固定資産除却損 16 67 

特別損失合計 16 67 

税金等調整前四半期純利益 209,824 184,350 

法人税、住民税及び事業税 59,600 41,000 

法人税等調整額 34,696 42,904 

法人税等合計 94,296 83,904 

四半期純利益 115,528 100,446 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 209,824 184,350 

減価償却費 22,825 22,953 

のれん償却額 5,117 5,117 

賞与引当金の増減額（△は減少） △53,306 △47,453 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,219 9,986 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,093 △42,335 

商品保証引当金の増減額（△は減少） △200 △600 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 100 △900 

受取利息及び受取配当金 △1,792 △1,754 

支払利息 190 － 

為替差損益（△は益） － △1,762 

有形固定資産売却損益（△は益） － △2,412 

有形固定資産除却損 16 67 

売上債権の増減額（△は増加） 105,168 △44,828 

たな卸資産の増減額（△は増加） 127,670 190,742 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 5,107 5,914 

仕入債務の増減額（△は減少） △149,194 △49,212 

未払金の増減額（△は減少） 37,591 48,321 

未払費用の増減額（△は減少） △21,248 △30,014 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 59,010 66,540 

その他の固定負債の増減額（△は減少） 2,200 1,044 

小計 342,956 313,767 

利息及び配当金の受取額 1,792 1,686 

利息の支払額 △95 － 

法人税等の支払額 △169,622 △158,566 

営業活動によるキャッシュ・フロー 175,031 156,887 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

従業員に対する貸付けによる支出 △1,000 △600 

従業員に対する貸付金の回収による収入 3,832 4,095 

有形固定資産の取得による支出 △3,631 △2,675 

有形固定資産の売却による収入 － 3,492 

投資有価証券の取得による支出 － △70,804 

その他の支出 △56 △8 

その他の収入 380 653 

投資活動によるキャッシュ・フロー △475 △65,847 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △80,000 － 

リース債務の返済による支出 － △629 

親会社による配当金の支払額 △163,815 △134,584 

財務活動によるキャッシュ・フロー △243,815 △135,214 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 1,762 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △69,259 △42,410 

現金及び現金同等物の期首残高 1,882,749 2,225,737 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,813,490 2,183,326 
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  当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める環境クリーニング機器事業の割合が90％

超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める環境クリーニング機器事業の割合が90％

超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載は省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載は省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 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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