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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 855 △16.0 2 △92.9 △8 ― 59 ―
21年3月期第1四半期 1,018 ― 34 ― 31 ― 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

22年3月期第1四半期 4.71 ―
21年3月期第1四半期 0.10 ―

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 4,729 1,610 34.0 126.38
21年3月期 4,849 1,558 32.1 122.37

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,606百万円 21年3月期  1,556百万円

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 ― ― ― 0.00 0.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 0.00 0.00

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 1,640 △10.7 60 ― 10 ― 7 ― 0.55

通期 3,480 △3.6 130 ― 40 ― 27 ― 2.12
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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  有  
[（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。] 

(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） 

[（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。] 

(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 
本資料に記載されている業績予想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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

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 15,463,116株 21年3月期  15,463,116株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,748,874株 21年3月期  2,746,176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 12,715,424株 21年3月期第1四半期 14,146,384株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な景気後退の影響を受け、企業収益の大幅な
減少や雇用環境の悪化により、先行き不透明のまま推移しました。 
 当社グループが関連するテクノ製品業界におきましては、在庫調整が進んでいるものの、欧米の景気低
迷が長引き、厳しい状況が続いております。メディカル製品業界では、品質、価格面で依然厳しい競争が
続きました。 
 このような事業環境の中、当社グループは、役員報酬の減額、社員の賃金カットおよび賞与の減額を行
い、徹底的なコストダウン施策を実行してまいりました。 
 その結果、当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高855百万円(前年同期比16.0%減)、
営業利益2百万円(前年同期比92.9%減)となりました。 
 部門別に見ますと、テクノ製品事業は売上高651百万円(前年同期比24.3%減)、営業利益67百万円(前年
同期比63.3%減)となり、メディカル製品事業は売上高202百万円(前年同期比29.4%増)、営業損失4百万円
(前年同期 営業損失58百万円)となりました。 
 経常損益は、経常損失8百万円(前年同期 経常利益31百万円)となりましたが、特別損益で賞与引当金
戻入額53百万円と退職給付引当金戻入額20百万円の特別利益を計上した結果、当第１四半期連結会計期間
は、四半期純利益59百万円(前年同期 四半期純利益1百万円)となりました。 
  
  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、4,729百万円となり、前連結会計年度末に比べ119百万円減少
しました。主な要因は、現金及び預金の増加はありましたが、受取手形及び売掛金や仕掛品、その他流動
資産等の減少があったためです。負債では前連結会計年度末に比べ170百万円減少し、主な要因は短期借
入金や賞与引当金等の減少があったためです。純資産は前連結会計年度末に比べ51百万円増加し、主な要
因は利益剰余金等の増加によるものです。その結果、自己資本比率は34.0％、１株当たり純資産は126円
38銭となりました。 
(キャッシュ・フローの状況) 
 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(以下、「資金」という。)は、前連結会計年
度末に比べ147百万円増加し461百万円となりました。 
 営業活動によるキャッシュ・フローは、277百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四
半期純利益65百万円、減価償却費55百万円、売上債権の減少額61百万円、たな卸資産の減少額81百万円等
によるものです。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、21百万円の支出となりました。これは主に、定期預金の預入に
よる支出18百万円によるものです。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは、108百万円の支出となりました。これは主に、短期借入金の純
減少額65百万円および長期借入金の返済27百万円等によるものです。 
  

  

第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表しました業
績予想に変更はありません。 
  

  

・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
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該当事項はありません。 
  

  

簡便な会計処理  
 1.棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末
の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

2.固定資産の減価償却の算定方法  
固定資産の減価償却費の算定に当たり、定率法を採用している資産については、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。  
3.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  

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定
する方法によっております。 
 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。 

  
  

会計処理の変更 
当社は、退職給付債務の計算方法について、従来、原則法を採用しておりましたが、従業員の減少

により現在の従業員規模では、原則法によると合理的に数理計算上の見積りを行うことが困難となっ
たため、当第１四半期連結会計期間より簡便法（期末自己都合要支給額）を採用することに変更いた
しました。 
 この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、売上総利益は626千円、営業利益は2,016千円そ
れぞれ増加し、経常損失は2,016千円減少しております。また、税金等調整前四半期純利益は22,660
千円増加しております。 
 尚、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
  

  

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 505,977 340,167

受取手形及び売掛金 889,033 951,925

商品及び製品 25,978 22,934

仕掛品 635,864 721,529

原材料及び貯蔵品 155,689 154,648

その他 50,603 139,687

貸倒引当金 △8,953 △9,907

流動資産合計 2,254,194 2,320,984

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,006,104 2,039,549

減価償却累計額 △1,177,498 △1,191,563

建物及び構築物（純額） 828,605 847,986

機械装置及び運搬具 1,925,737 1,920,660

減価償却累計額 △1,474,737 △1,449,214

機械装置及び運搬具（純額） 450,999 471,446

土地 722,523 722,523

リース資産 126,635 136,236

減価償却累計額 △50,213 △51,453

リース資産（純額） 76,421 84,783

建設仮勘定 1,367 9,186

その他 307,872 289,895

減価償却累計額 △255,154 △235,658

その他（純額） 52,717 54,236

有形固定資産合計 2,132,635 2,190,161

無形固定資産   

特許権 11,509 11,646

のれん 31,185 34,020

リース資産 9,101 9,954

その他 8,722 8,969

無形固定資産合計 60,519 64,591

投資その他の資産   

投資有価証券 146,969 131,478

長期貸付金 4,050 4,450

出資金 3,914 3,914

その他 119,015 120,752

貸倒引当金 △36,521 △36,525

投資その他の資産合計 237,427 224,068

固定資産合計 2,430,582 2,478,821

繰延資産   

開業費 39,398 43,317

社債発行費 5,387 5,951

繰延資産合計 44,785 49,269

資産合計 4,729,562 4,849,075
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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 326,697 329,726

短期借入金 184,000 249,000

1年内返済予定の長期借入金 1,563,200 1,578,200

1年内償還予定の社債 60,000 60,000

リース債務 29,129 31,637

未払法人税等 4,523 8,292

賞与引当金 17,219 71,731

その他 133,700 121,184

流動負債合計 2,318,470 2,449,772

固定負債   

社債 250,000 250,000

長期借入金 108,910 120,960

リース債務 57,042 63,787

繰延税金負債 9,083 9,578

再評価に係る繰延税金負債 42,023 42,023

退職給付引当金 217,587 226,606

役員退職慰労引当金 24,558 24,558

負ののれん 73,724 78,061

その他 17,892 24,822

固定負債合計 800,823 840,400

負債合計 3,119,293 3,290,172

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,939,834 1,939,834

資本剰余金 488,765 488,765

利益剰余金 △374,431 △434,234

自己株式 △312,482 △313,105

株主資本合計 1,741,686 1,681,259

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,428 △25,596

土地再評価差額金 △87,536 △87,536

繰延ヘッジ損益 △16,340 －

為替換算調整勘定 △20,551 △11,992

評価・換算差額等合計 △134,857 △125,126

少数株主持分 3,439 2,769

純資産合計 1,610,268 1,558,902

負債純資産合計 4,729,562 4,849,075
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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 1,018,200 855,506

売上原価 718,397 663,691

売上総利益 299,803 191,814

販売費及び一般管理費 265,234 189,352

営業利益 34,568 2,462

営業外収益   

受取利息 78 62

受取配当金 1,469 511

為替差益 10,198 1,859

負ののれん償却額 － 4,336

その他 7,032 2,267

営業外収益合計 18,780 9,037

営業外費用   

支払利息 15,445 15,629

その他 6,354 3,902

営業外費用合計 21,799 19,532

経常利益又は経常損失（△） 31,549 △8,032

特別利益   

固定資産売却益 56 －

賞与引当金戻入額 － 53,214

退職給付引当金戻入額 － 20,643

特別利益合計 56 73,857

特別損失   

固定資産除却損 － 11

貸倒引当金繰入額 17,803 －

特別損失合計 17,803 11

税金等調整前四半期純利益 13,801 65,813

法人税、住民税及び事業税 9,401 5,063

法人税等調整額 － △495

法人税等合計 9,401 4,568

少数株主利益 2,964 1,407

四半期純利益 1,435 59,837
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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 13,801 65,813

減価償却費 68,945 55,182

のれん償却額 2,835 2,835

負ののれん償却額 － △4,336

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,522 △9,019

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △41,917 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 39,794 △54,512

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23,290 △958

繰延資産償却額 3,368 3,541

受取利息及び受取配当金 △1,548 △573

支払利息 15,445 15,629

為替差損益（△は益） △3,275 －

有形固定資産除却損 － 11

有形固定資産売却損益（△は益） △56 －

売上債権の増減額（△は増加） 85,604 61,127

たな卸資産の増減額（△は増加） △68,723 81,340

仕入債務の増減額（△は減少） 65,319 △3,474

未払金の増減額（△は減少） 56,905 △14,521

未払消費税等の増減額（△は減少） 47,444 53,433

その他の流動資産の増減額（△は増加） △23,383 31,438

その他の流動負債の増減額（△は減少） △12,955 △1,315

その他の固定資産の増減額（△は増加） － 2,665

小計 256,372 284,308

利息及び配当金の受取額 1,817 573

利息の支払額 △2,811 △1,912

法人税等の支払額 △7,050 △5,107

営業活動によるキャッシュ・フロー 248,327 277,861

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △26,619 △18,615

貸付金の回収による収入 750 700

有形固定資産の取得による支出 △40,520 △1,253

有形固定資産の売却による収入 146 －

無形固定資産の取得による支出 － △603

投資有価証券の取得による支出 △315 △323

投資その他の資産の増減額（△は増加） △191 △1,300

投資活動によるキャッシュ・フロー △66,750 △21,396

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 68,732 △65,000

長期借入れによる収入 40,000 －

長期借入金の返済による支出 △40,521 △27,050

設備関係割賦債務の返済による支出 △6,700 △7,070

リース債務の返済による支出 △15,849 △9,253

自己株式の売却による収入 － 54

自己株式の取得による支出 △192 △203

少数株主への配当金の支払額 △1,155 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 44,313 △108,522

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,463 △748

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 227,354 147,195

現金及び現金同等物の期首残高 341,903 314,161

現金及び現金同等物の四半期末残高 569,258 461,356
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該当事項はありません。 

  

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) 

 
(注) １ 事業区分は、製品の種類・性質等の類似性及び内部管理上採用している区分を考慮して決定しております。

２ 各区分の主な製品 

テクノ事業…………………サインペン先、コスメチック 

メディカル事業……………医療機器(薬液注入器等) 

その他の事業………………不動産賃貸 

  

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) 

 
(注) １ 事業区分は、製品の種類・性質等の類似性及び内部管理上採用している区分を考慮して決定しております。

２ 各区分の主な製品 

テクノ事業…………………サインペン先、コスメチック 

メディカル事業……………医療機器(薬液注入器等) 

その他の事業………………不動産賃貸 

３ 会計方針の変更 

「会計処理の変更」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より退職給付債務の計算方法を、原則法か

ら簡便法（期末自己都合要支給額）に変更しております。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、テクノ事業の営業利益は1,108千円増加し、メディカル

事業の営業損失は253千円減少し、全社の営業利益は654千円増加しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

テクノ事業 
（千円）

メディカル
事業 

（千円）

その他の事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社 
（千円）

連結
（千円）

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

860,651 156,889 660 1,018,200 ― 1,018,200

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ 7,290 7,290 (7,290) ―

計 860,651 156,889 7,950 1,025,490 (7,290) 1,018,200

営業利益又は営業損失(△) 182,986 △58,835 3,292 127,443 (92,874) 34,568

テクノ事業 
（千円）

メディカル
事業 

（千円）

その他の事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社 
（千円）

連結
（千円）

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

651,890 202,955 660 855,506 ― 855,506

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ 7,290 7,290 (7,290) ―

計 651,890 202,955 7,950 862,796 (7,290) 855,506

営業利益又は営業損失(△) 67,214 △4,876 3,659 65,997 (63,535) 2,462
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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に占める「日本」の割合が90％を超えているため、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に占める「日本」の割合が90％を超えているため、記載を省略してお

ります。 

  

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) 

 
(注) １ 地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 欧州……ドイツ、イタリア、フランス 

(2) 北米……米国 

(3) 中南米…メキシコ、ペルー、コロンビア 

(4) アジア…韓国、中国、パキスタン、タイ、マレーシア 

(5) その他…南アフリカ 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

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) 

 
(注) １ 地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 欧州……ドイツ、イタリア、フランス、イギリス 

(2) 北米……米国 

(3) 中南米…メキシコ、ペルー、コロンビア 

(4) アジア…韓国、中国、パキスタン、タイ、マレーシア 

(5) その他…イラン 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

欧州 北米 中南米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 205,373 167,815 53,469 225,637 847 653,142

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― ─ ― 1,018,200

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

20.2 16.5 5.2 22.1 0.1 64.1

欧州 北米 中南米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 160,922 126,883 29,285 196,245 8,151 521,487

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― ─ ― 855,506

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

18.8 14.8 3.4 22.9 1.0 61.0

(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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