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1.  平成22年5月期第1四半期の業績（平成21年6月1日～平成21年8月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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5月期第1四半期 2,898 9.0 187 ― 187 ― 111 ―
21年5月期第1四半期 2,659 ― 11 ― △18 ― △16 ―

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5月期第1四半期 18.81 ―
21年5月期第1四半期 △2.79 ―

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5月期第1四半期 12,124 5,733 47.3 970.98
21年5月期 11,981 5,660 47.2 958.51

（参考） 自己資本   22年5月期第1四半期  5,733百万円 21年5月期  5,660百万円

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
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

21年5月期 ― 9.00 ― 8.00 17.00
22年5月期 ―
22年5月期 

（予想）
9.00 ― 9.00 18.00

3.  平成22年5月期の業績予想（平成21年6月1日～平成22年5月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 
累計期間

5,890 6.3 385 248.4 380 369.6 220 ― 37.26

通期 11,750 4.6 700 109.2 700 133.1 400 184.1 67.74



4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、５ページ「定性的情報・財務諸表等４．その他」をご覧ください。 

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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5月期第1四半期 5,943,052株 21年5月期  5,943,052株
② 期末自己株式数 22年5月期第1四半期  37,959株 21年5月期  37,959株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年5月期第1四半期 5,905,093株 21年5月期第1四半期 5,905,243株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成21年７月10日に公表いたしました業績予想は、第２四半期累計期間、通期とも本資料において修正しております。 
２．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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
ては、４ページ「定性的情報・財務諸表 ３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、製造業の業績改善がみられたものの個人消費の回復が進まず全般的

に厳しい状況が続きました。 

このような状況の下、当社は引き続き、新製品・改良製品を重点に販売を強化して売上拡大に努めました。当第１

四半期会計期間における売上高は、自社製品の売上が伸長したことにより、2,898百万円（前年同期比9.0％増）とな

りました。 

一方、利益につきましては、原材料価格の低下と製品の売上が伸長したことに加え、引き続きコストダウンに取り

組んだことが奏功し、当第１四半期会計期間における営業利益は187百万円（前年同期比176百万円増）、経常利益は

187百万円（前年同期は18百万円の経常損失）、四半期純利益は111百万円（前年同期は16百万円の四半期純損失）と

なりました。 

  

事業の品目別の状況は次のとおりであります。 

（業務用洗剤・洗浄剤・除菌剤部門） 

環境への配慮及びコストパフォーマンスを前面に押し出して販売を強化したことに加え、新型インフルエンザに関

連する製品の受注が増大したことにより、当第１四半期会計期間における売上高は1,848百万円（前年同期比13.5％

増）となりました。 

（固形燃料部門） 

景気後退の影響を受けて業務用固形燃料の販売数量が減少しました。その結果、当第１四半期会計期間における売

上高は340百万円（前年同期比14.5％減）となりました。 

 （その他の商品等部門） 

 全体として、景気後退の影響を受けているものの、新規ユーザーの獲得を進めたことにより、当第１四半期会計期

間における売上高は709百万円（前年同期比12.2％増）となりました。 

  

財政状態 

  

 前事業年度末と比較して総資産は142百万円増加し、純資産は73百万円増加しました。増減の主なものは次のと

おりであります。 

 流動資産では現金及び預金が242百万円増加しております。  

 固定資産では建物が46百万円減少し、その他が81百万円減少しております。 

 流動負債では、短期借入金が200百万円増加しております。 

 固定負債では長期借入金が95百万円減少しております。これは、借入金の約定返済によるものであります。  

 純資産は、前事業年度に比べ73百万円増加し、5,733百万円となりました。これは、四半期純利益111百万円の計

上等により増加した一方、配当金の支払47百万円により減少したことによるものであります。 

 この結果１株当たり純資産は、前事業年度に比べ12.47円増加し970円98銭となりました。また、自己資本比率

は、前事業年度末の47.2％から47.3％に上昇しました。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

前事業年度末   
当第１四半期 

会計期間末   
増減  

総資産（百万円）    11,981   12,124  142

純資産（百万円）    5,660   5,733  73

自己資本比率   % 47.2  % 47.3 p 0.1

１株当たり純資産（円）  958.51 970.98  12.47
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キャッシュ・フローの状況 

                                   （単位：百万円）  

 当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 当第１四半期会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、税引前四半期純利益の増加、借入による資金調達

及び定期預金の払い戻し等により、現金及び現金同等物（以下「資金」という）が増加いたしました。資金の期末

残高は前年同期に比べ368百万円増加し、926百万円（前年同期比66.2％増）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は314百万円（前期は256百万円の資金の増加）となりました。主な増加要因は、

税引前四半期純利益186百万円、資金流出を伴わない減価償却費の計上152百万円及び仕入債務の増加85百万円で

あります。また、主な減少要因は、法人税等の支払50百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は16百万円（前期は213百万円の資金の減少）となりました。主な増加要因は、

定期預金の払戻による収入100百万円であります。また、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出58百

万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は11百万円（前期は95百万円の資金の減少）となりました。主な増加要因は、短

期借入れによる収入200百万円であります。また、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出100百万円、配

当金の支払47百万円及びリース債務の返済による支出40百万円であります。 

  

新型インフルエンザの流行により手指消毒用のアルコール製剤に対する需要が増大し、当社の売上高を伸張させる

要因となりました。当第１四半期の実績が予想を上回ったため、第２四半期累計期間及び通期の業績予想を修正いた

します。 

なお、平成21年７月10日の決算短信で発表しました第２四半期累計期間及び通期の業績予想との差異は下表のとお

りであります。 

（第２四半期累計期間） 

  

  
 前第１四半期

会計期間  

 当第１四半期

会計期間  
 増減 

 営業活動によるキャッシュ・フロー   256   314   57

 投資活動によるキャッシュ・フロー   △213   16   230

財務活動によるキャッシュ・フロー   △95   11   107

 増減   △52   342   394

 現金及び現金同等物の期末残高   557   926   368

３．業績予想に関する定性的情報

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株当たり 

四半期純利益 

 前回発表予想(Ａ） 
 百万円

   5,740

百万円

   185

百万円

  180

百万円

  100

円 銭

 16.93

 今回発表予想(Ｂ）   5,890   385   380   220  37.26

 増減額（Ｂ－Ａ）    150   200   200   120 － 

 増減率（％）  2.6  108.1  111.1  120.0 － 

 （ご参考） 

 前期第２四半期 

  累計期間実績 

  5,538    110   80   19  3.35
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（通期） 

  

① 簡便な会計処理 

（ａ）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資産については、当事業年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法によって 

おります。 

（ｂ）退職給付引当金 

 退職給付費用については、期首に算定した年間の見積り額を期間按分する方法によっております。 

② 四半期財務諸表作成に特有の会計処理 

 税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業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しております。 

 なお、法人税等調整額は、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

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 

 前回発表予想（Ａ） 
 百万円

    11,600

百万円

   500

百万円

  500

百万円

  285

円 銭

 48.26

 今回発表予想（Ｂ）   11,750   700   700   400  67.74

 増減額（Ｂ－Ａ）    150   200   200   115 － 

 増減率（％）  1.3  40.0  40.0  40.4 － 

 （ご参考）  

 前期実績 
  11,229    334   300   140  23.84

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 926,060 683,621

受取手形及び売掛金 2,612,777 2,609,319

有価証券 － 9,120

商品及び製品 535,914 530,083

仕掛品 26,432 27,222

原材料及び貯蔵品 245,695 231,598

その他 101,930 114,303

貸倒引当金 △2,914 △2,910

流動資産合計 4,445,896 4,202,359

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,720,161 2,766,449

土地 1,995,389 1,995,389

その他（純額） 1,492,201 1,573,435

有形固定資産合計 6,207,753 6,335,273

無形固定資産 158,035 152,374

投資その他の資産   

その他 1,400,019 1,384,787

貸倒引当金 △87,622 △92,839

投資その他の資産合計 1,312,397 1,291,947

固定資産合計 7,678,185 7,779,595

資産合計 12,124,081 11,981,955
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,015,593 960,075

ファクタリング債務 1,417,735 1,388,060

短期借入金 400,000 200,000

未払法人税等 75,229 55,500

その他 1,020,497 1,143,646

流動負債合計 3,929,055 3,747,283

固定負債   

長期借入金 977,410 1,072,940

退職給付引当金 793,049 773,612

役員退職慰労引当金 117,654 115,398

その他 573,209 612,644

固定負債合計 2,461,322 2,574,594

負債合計 6,390,378 6,321,877

純資産の部   

株主資本   

資本金 585,199 585,199

資本剰余金 595,337 595,337

利益剰余金 4,611,881 4,548,063

自己株式 △49,287 △49,287

株主資本合計 5,743,131 5,679,313

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,428 △19,235

評価・換算差額等合計 △9,428 △19,235

純資産合計 5,733,703 5,660,077

負債純資産合計 12,124,081 11,981,955
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 2,659,357 2,898,677

売上原価 1,736,220 1,757,547

売上総利益 923,136 1,141,129

販売費及び一般管理費 912,120 953,397

営業利益 11,016 187,732

営業外収益   

受取利息 2,478 316

受取配当金 2,649 1,780

受取補償金 － 1,735

その他 3,833 3,186

営業外収益合計 8,961 7,019

営業外費用   

支払利息 6,425 5,277

創立45周年関連費用 30,782 －

その他 1,376 1,783

営業外費用合計 38,583 7,060

経常利益又は経常損失（△） △18,605 187,690

特別利益   

固定資産売却益 8,512 －

貸倒引当金戻入額 － 5,217

特別利益合計 8,512 5,217

特別損失   

たな卸資産評価損 10,713 6,123

その他 2,379 359

特別損失合計 13,092 6,482

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △23,186 186,425

法人税、住民税及び事業税 △6,685 75,366

法人税等合計 △6,685 75,366

四半期純利益又は四半期純損失（△） △16,500 111,058
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△23,186 186,425

減価償却費 154,479 152,544

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,524 19,437

長期前払費用の増減額（△は増加） 45,601 －

受取利息及び受取配当金 △5,127 △2,097

支払利息 6,425 5,277

たな卸資産評価損 10,713 6,123

売上債権の増減額（△は増加） 110,623 △3,542

たな卸資産の増減額（△は増加） 336 △25,261

仕入債務の増減額（△は減少） 5,212 85,192

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △37,230 △41,781

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,328 △33,911

リース資産の増減額（△は増加） △1,035,431 －

リース債務の増減額（△は減少） 911,085 －

その他 145,799 19,335

小計 312,153 367,741

利息及び配当金の受取額 5,187 2,423

利息の支払額 △6,651 △5,275

法人税等の支払額 △53,692 △50,567

営業活動によるキャッシュ・フロー 256,996 314,321

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △121,186 －

有形固定資産の取得による支出 △70,495 △58,592

無形固定資産の取得による支出 △19,879 △21,890

定期預金の払戻による収入 － 100,000

その他 △2,075 △2,883

投資活動によるキャッシュ・フロー △213,635 16,634

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） 100,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △103,000 △100,480

配当金の支払額 △53,147 △47,240

リース債務の返済による支出 △39,405 △40,536

その他 △21 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △95,574 11,742

現金及び現金同等物に係る換算差額 58 △259

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △52,154 342,438

現金及び現金同等物の期首残高 609,425 583,621

現金及び現金同等物の四半期末残高 557,270 926,060
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 該当事項はありません。 

  

 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）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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