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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 7,969 △7.7 522 △37.6 504 △41.2 287 △53.6
21年3月期第2四半期 8,636 ― 837 ― 857 ― 619 ―

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2四半期 18.78 ―
21年3月期第2四半期 43.41 ―

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2四半期 22,422 18,323 81.7 1,139.94
21年3月期 20,944 16,612 79.3 1,163.77

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  18,323百万円 21年3月期  16,612百万円

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3月期 ― 8.00 ― 10.00 18.00
22年3月期 ― 8.00
22年3月期 

（予想）
― 10.00 18.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 16,687 1.0 1,121 △20.7 1,041 △20.7 677 △14.5 47.50

－ 1 －



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  
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） 

(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 
上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前 
提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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2四半期 16,114,089株 21年3月期  16,114,089株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  40,110株 21年3月期  1,839,660株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 15,302,729株 21年3月期第2四半期 14,274,835株

－ 2 －
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【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 

当第２四半期連結累計期間(平成21年4月1日から平成21年9月30日まで)におけるわが国経済は、昨年来

の実体経済の急激な落ち込みはひとまず底を打ち、景気は持ち直しつつあるとの見方が広まりましたが、

雇用情勢の悪化や円高などさらなる景気悪化の懸念も残ることから、依然として本格的な回復の見通しが

立たない状況が続きました。 

このような厳しい経営環境の中、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は、7,969百万円

と前年同期比666百万円(7.7%減)の減収となりました。売上高に含まれる海外売上高は円高の影響もあり、

1,771百万円(対売上高22.2%)となり、前年同期比486百万円(21.5%減)の減収となりました。 

利益面は減収による影響が大きく、営業利益は522百万円(前年同期比314百万円、37.6%減)となり、経

常利益も営業外収益の悪化などから、504百万円(前年同期比353百万円、41.2%減)となり、いずれも前年

同期比減益となりました。また、特別利益の減少や特別損失の増加などにより、税金費用を差し引いた四

半期純利益も287百万円と前年同期比332百万円(53.6%減)の減益となりました。 

    

(デンタル関連事業) 

国内では、引続き厳しい経営環境の中、平成21年8月に西日本の営業拠点の中心として大阪営業所を新

築移転し、新しく歯科医療関係者向けの専門的な研修施設を設けて一層の販売強化や顧客サービスの充実

を図るなど、積極的な販売活動を継続いたしました。また、今期に市場投入した歯面コーティング材「ビ

ューティコート」やホワイトニング用測色器「シェードアップナビ」等も売上に寄与いたしましたが、市

場環境は依然として厳しい状況が続きました。また海外でも、円高の影響もあり、中国を除く各地域で前

年同期比減収となりました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は7,080百万円(前年同期比606百万円、7.9%減)、営

業利益は521百万円(前年同期比282百万円、35.1%減)となりました。 

 

(ネイル関連事業) 

     ネイル関連事業は、主力製品である「ネイルデダンス」や、LEDを用いた可視光重合型ジェルネイルシ

ステム「L・E・D GEL Presto」などの自社ブランド品を中心とした販売に注力いたしましたが、ネイル業

界全体の市場の伸びが鈍るなど厳しい市場環境で推移し、当第２四半期連結累計期間の売上高は862百万

円(前年同期比41百万円、4.6%減)となり、利益面でものれん償却費用の負担等販売費用の増加を伴なった

ことから、営業損失3百万円(前年同期比28百万円、112.8%減)となりました。 

 

(その他の事業) 

 その他の事業は、株式会社昭研が歯科用研磨材の生産技術を応用し、工業用研磨材を販売している事業

分野であります。 

当第２四半期連結累計期間の売上高は28百万円(前年同期比16百万円、37.6%減)となり、営業利益は4百

万円(前年同期比4百万円、50.1%減)となりました。 

 

参考：在外子会社財務諸表項目の邦貨への換算レート(期末日レート、人民元は6月末レート) 

          米ドル   １ドル  ＝ 90.21円(前年同期 103.57円) 

          ユーロ   １ユーロ ＝131.72円(前年同期 149.05円) 

          英ポンド  １英ポンド＝144.10円(前年同期 187.15円) 

    中国人民元 １元   ＝ 13.99円(前年同期 15.35円) 

 

２． 連結財政状態に関する定性的情報 

総資産は、前連結会計年度末に比べ、自己株式の処分等により現金及び預金が増加したことなどにより、

1,478百万円（7.1%増）増加し22,422百万円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

   平成22年3月期の業績予想につきましては、平成21年5月14日決算発表時の期初の業績予想を変更してお

りません。 
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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） 

該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理および四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 棚卸資産の評価方法 

当第２四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、前連結会計年度に

かかる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。また、棚卸資

産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。 

② 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、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。また、一部の連結子会社については、予算に基づく年間償却予定額を

期間按分して算定しております。 

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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場合については、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。 

④ 税金費用の計算 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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。 

 

（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 

該当事項はありません。 

 



5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 5,968 4,694

受取手形及び売掛金 2,208 2,490

有価証券 158 170

商品及び製品 2,124 1,954

仕掛品 688 653

原材料及び貯蔵品 542 538

その他 782 833

貸倒引当金 △108 △144

流動資産合計 12,366 11,191

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,592 6,385

減価償却累計額 △3,790 △3,696

建物及び構築物（純額） 2,801 2,689

その他 6,283 6,068

減価償却累計額 △3,964 △3,815

その他（純額） 2,318 2,253

有形固定資産合計 5,120 4,942

無形固定資産   

のれん 579 623

その他 301 315

無形固定資産合計 880 939

投資その他の資産   

投資有価証券 3,036 2,747

その他 1,026 1,130

貸倒引当金 △7 △7

投資その他の資産合計 4,055 3,870

固定資産合計 10,056 9,752

資産合計 22,422 20,944
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 558 540

短期借入金 1,020 1,020

未払法人税等 228 320

役員賞与引当金 23 45

その他 1,137 1,296

流動負債合計 2,968 3,222

固定負債   

退職給付引当金 100 98

役員退職慰労引当金 470 444

その他 560 566

固定負債合計 1,131 1,109

負債合計 4,099 4,332

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,474 4,474

資本剰余金 4,576 4,641

利益剰余金 9,282 10,305

自己株式 △55 △2,562

株主資本合計 18,277 16,859

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 451 134

為替換算調整勘定 △406 △381

評価・換算差額等合計 45 △247

純資産合計 18,323 16,612

負債純資産合計 22,422 20,944
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 8,636 7,969

売上原価 3,909 3,550

売上総利益 4,726 4,419

販売費及び一般管理費 3,889 3,896

営業利益 837 522

営業外収益   

受取利息 23 13

受取配当金 35 23

会費収入 74 71

その他 54 37

営業外収益合計 187 146

営業外費用   

支払利息 10 7

売上割引 75 76

当社主催会費用 51 45

その他 29 34

営業外費用合計 167 164

経常利益 857 504

特別利益   

貸倒引当金戻入額 90 33

関税還付金 58 －

特別利益合計 148 33

特別損失   

投資有価証券評価損 － 46

特別損失合計 － 46

税金等調整前四半期純利益 1,005 490

法人税等 386 203

四半期純利益 619 287
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（３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（４）セグメント情報 

① 事業の種類別セグメント情報 

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 

デンタル 

関連事業 

（百万円） 

ネイル 

関連事業 

（百万円）

その他の 

事業 

（百万円）

計 

（百万円）

消去 

又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

 売  上  高       

 (1) 外部顧客に対する
売上高     

 7,687 903 45 8,636 ―  8,636 

 (2) セグメント間の   
内部売上高又は振替高

 ― ― ― ― ―  ― 

計 7,687 903 45 8,636 ―  8,636 

 営 業 利 益 803 25 9 837 ―  837 

（注）１ 事業区分の方法 

 事業は、製品の種類、用途及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 ２ 各区分に属する事業の内容 

(1)デンタル関連事業……歯科に関連する材料、機器の製造販売及び修理サービス 

(2)ネイル関連事業………ネイルに関連する美容器具・健康器具及び化粧品の製造・販売、サービス業 

(3)その他の事業…………工業用材料・機器の製造販売、上記(1)、(2)以外の事業 

３ 従来、当社及び連結子会社の主たる事業であるデンタル関連事業が全セグメントに占める割合が高かったため、事業の種

類別セグメント情報の記載を省略しておりましたが、前連結会計年度にネイル関連事業を営む株式会社ネイルラボを新た

に連結の範囲に含めたことに伴い、ネイル関連事業の割合が高まったため、当第１四半期連結累計期間より事業の種類別

セグメント情報を記載しております。 

 

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 

デンタル 

関連事業 

（百万円） 

ネイル 

関連事業 

（百万円）

その他の 

事業 

（百万円）

計 

（百万円）

消去 

又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

 売  上  高       

 (1) 外部顧客に対する
売上高     

 7,080 862 27 7,969 ―  7,969 

 (2) セグメント間の   
内部売上高又は振替高

 ― ― 1 1 (1) ― 

計 7,080 862 28 7,970 (1) 7,969 

 営 業 利 益 521 △3 4 522 ―  522 

（注）１ 事業区分の方法 

 事業は、製品の種類、用途及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 ２ 各区分に属する事業の内容 

(1)デンタル関連事業……歯科に関連する材料、機器の製造販売及び修理サービス 

(2)ネイル関連事業………ネイルに関連する美容器具・健康器具及び化粧品の製造・販売、サービス業 

(3)その他の事業…………工業用材料・機器の製造販売、上記(1)、(2)以外の事業 
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② 所在地別セグメント情報 

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 
日本 

（百万円） 

アメリカ

（百万円）

欧州 

（百万円）

アジア 

（百万円）

計 

（百万円） 

消去 

又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

 売  上  高        

 (1) 外部顧客に対する
売上高     

 7,083 595 768 188 8,636 ―  8,636 

 (2) セグメント間の   
内部売上高又は振替高

 796 17 86 108 1,008 (1,088) ― 

計 7,879 613 855 296 9,644 (1,008) 8,636 

 営 業 利 益 816 19 28 37 901 (63) 837 

(注)  国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

 国又は地域の区分は、地理的近接度により、「アメリカ」、「欧州」、「アジア」に区分しております。 

 「欧州」にはドイツ及びイギリス、「アジア」には中国が含まれております。 

 

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 
日本 

（百万円） 

アメリカ

（百万円）

欧州 

（百万円）

アジア 

（百万円）

計 

（百万円） 

消去 

又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

 売  上  高        

 (1) 外部顧客に対する
売上高     

 6,576 503 660 228 7,969 ―  7,969 

 (2) セグメント間の   
内部売上高又は振替高

 739 28 68 98 934 (934) ― 

計 7,315 531 729 327 8,904 (934) 7,969 

 営 業 利 益 463 13 45 26 548 (26) 522 

(注)  国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

 国又は地域の区分は、地理的近接度により、「アメリカ」、「欧州」、「アジア」に区分しております。 

 「欧州」にはドイツ及びイギリス、「アジア」には中国が含まれております。 

 

 

③ 海外売上高 

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

  北米・中南米 欧州 
アジア・ 

オセアニア他 
計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 636 771 849 2,257 

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― ― 8,636 

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合 

(％) 7.4 8.9 9.8 26.1 

(注) 1 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。 

   2 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

   3 各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

北米・中南米……アメリカ・カナダ・ブラジル、欧州……ドイツ・イギリス、アジア・オセアニア他……韓国・中国であり

ます。 
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当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

  北米・中南米 欧州 
アジア・ 

オセアニア他 
計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 501 661 608 1,771 

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― ― 7,969 

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合 

(％) 6.3 8.3 7.6 22.2 

(注) 1 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。 

   2 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

   3 各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

北米・中南米……アメリカ・カナダ・ブラジル、欧州……ドイツ・イギリス、アジア・オセアニア他……韓国・中国であり

ます。 

 

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

（単位：百万円） 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 4,474 4,641 10,305 △2,562 16,859 

当第２四半期連結会計期間
末までの変動額      

 剰余金の配当   △142  △142 

 四半期純利益   287  287 

 自己株式の取得    △0 △0 

 自己株式の処分※  △64 △1,128 2,507 1,314 

 連結子会社の増加に伴う減少   △39  △39 

当第２四半期連結会計期間
末までの変動額合計 

 △64 △1,023 2,507 1,418 

当第２四半期連結会計期間
末残高 

4,474 4,576 9,282 △55 18,277 

※ 平成21年６月４日付で、三井化学株式会社を割当先とする第三者割当による自己株式の処分を実施いたしました。 




