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1. 平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 861 △16.1 △17 － △15 － △41 －

22年３月期第１四半期 1,027 6.7 19 － 16 － 24 －

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

23年３月期第１四半期 △2 21 ―

22年３月期第１四半期 1 30 ―

 (2) 財政状態

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

23年３月期第１四半期 4,963 1,873 37.7 100 25

22年３月期 5,174 1,922 37.2 102 89

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 1,873百万円 22年３月期 1,922百万円

2. 配当の状況

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

22年３月期 ― ― ― 0 00 0 00

23年３月期 ―

23年３月期(予想) ― ― 0 00 0 00

3. 平成23年３月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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) 2,050 △3.0 10 △82.1 5 △89.9 5 △90.8 0 27

通期 4,400 2.3 80 19.1 65 5.4 55 154.0 2 94



 
(注) 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の有無となります。 

 

 
(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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。 

  

・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。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.４「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 19,167,715株 22年３月期 19,167,715株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 480,992株 22年３月期 480,365株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 18,687,143株 22年３月期１Ｑ 18,689,697株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、各種政策の効果や外需主導で景気は緩やかな回復基調

となりました。しかしながら、雇用・所得環境は依然として厳しく、また欧州信用不安の影響など、先

行き不透明感を払拭できない状況が続くものと思われます。 

当社関連業界におきましては、新設住宅着工戸数が前年比減少率が縮小するものの依然として低水準

で推移する中、景気の二番底懸念も増しており、今後も厳しい市場環境が続くものと思われます。 

こうした状況の中、フロントスリムトイレ「イーフィットクリンアルファ」「ココクリンアルファ」

「バリュークリン」の拡販に注力してまいりました。また、新規取引先の獲得による工場稼働率の向上

を進めてまいりました。コスト管理におきましては、全社横断のコスト削減活動「シェイプアップ77」

を一層強化し、生産部門で製造原価低減をさらに推進し、営業・開発・管理部門も含めた全社一丸とな

り、収益率の向上に努めてまいりました。 

その結果、当第１四半期会計期間の売上高は、861百万円と前年同四半期と比べ165百万円(16.1%)減

少いたしました。利益面につきましては、営業損益は、17百万円の損失と前年同四半期と比べ37百万円

の減少、経常損益は、15百万円の損失と前年同四半期と比べ31百万円の減少、四半期純損益は、41百万

円の損失と前年同四半期と比べ65百万円の減少となりました。 

  

(資産) 

流動資産は、前事業年末に比べて、199百万円減少して1,877百万円となりました。これは主として、

受取手形及び売掛金の減少143百万円と現金及び預金の減少38百万円によるものであります。 

固定資産は、前事業年度末に比べて、11百万円減少して3,086百万円となりました。これは主として

株価下落による投資有価証券の減少８百万円によるものであります。 

この結果、総資産は前事業年末に比べて、211百万円減少して4,963百万円となりました。 

(負債) 

流動負債は、前事業年度末に比べて、105百万円減少して1,178百万円となりました。これは主とし

て、支払手形及び買掛金の減少107百万円、賞与引当金の減少38百万円と未払金の増加41百万円による

ものであります。 

固定負債は、前事業年度末に比べて、55百万円減少して1,912百万円となりました。これは主とし

て、長期借入金の減少44百万円によるものであります。 

この結果、負債合計は前事業年度末に比べて、161百万円減少して3,090百万円となりました。 

(純資産) 

純資産は、前事業年度末に比べて、49百万円減少して1,873百万円となりました。これは主に四半期

純損失を計上したことによるものであり、自己資本比率は37.7%となりました。 

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(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
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(キャッシュ・フローの状況の分析) 

当第１四半期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、前事業年度末に比べ

38百万円減少し、370百万円となりました。 

当第１四半期会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期会計期間における営業活動による資金の増加は、22百万円となりました。これは主とし

て、売上債権の減少143百万円、減価償却費37百万円による資金の増加と、税引前四半期純損失39百万

円、仕入債務の減少107百万円による資金の減少によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期会計期間における投資活動による資金の減少は、16百万円となりました。これは主とし

て、有形固定資産の取得によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期会計期間における財務活動による資金の減少は、45百万円となりました。これは主とし

て、長期借入金の返済によるものであります。 

  

業績予想につきましては、平成22年５月12日発表の第２四半期累計期間及び通期の業績予想に変更あ

りません。 

  

(3) 業績予想に関する定性的情報
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(簡便な会計処理) 

①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、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定して

おります。 

  

②たな卸資産の評価方法 

当第１四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前事業年度末の実

地たな卸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、たな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。 

  

(特有の会計処理) 

法人税等の算定方法 

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。 

  

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20

年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平

成20年３月31日)を適用しております。なお、これによる損益に与える影響はありません。 

  

②貯蔵品の評価方法の変更 

貯蔵品の評価方法については、従来、 終仕入原価法によっておりましたが、当期より先入先出

法で処理するための管理体制が整備されたため、期間損益及び財政状態をより適正に表示するため

に、当第１四半期会計期間より、先入先出法に変更しております。なお、この変更による損益に与

える影響はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 370,728 409,219

受取手形及び売掛金 1,023,880 1,167,444

製品 348,758 368,484

仕掛品 46,743 50,726

原材料及び貯蔵品 65,761 67,435

前渡金 3,247 1,425

前払費用 15,268 10,536

その他 8,623 7,477

貸倒引当金 △5,669 △5,763

流動資産合計 1,877,342 2,076,986

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 369,034 360,324

構築物（純額） 32,184 32,064

機械及び装置（純額） 297,758 314,372

車両運搬具（純額） 252 279

工具、器具及び備品（純額） 44,742 45,009

土地 2,049,728 2,049,728

建設仮勘定 12,290 6,897

有形固定資産合計 2,805,992 2,808,676

投資その他の資産   

投資有価証券 47,656 55,728

出資金 120 120

破産更生債権等 14,170 14,170

長期前払費用 1,478 1,592

差入保証金 38,568 38,718

投資不動産（純額） 173,471 173,951

その他 40,700 40,700

貸倒引当金 △35,670 △35,670

投資その他の資産合計 280,495 289,311

固定資産合計 3,086,487 3,097,987

資産合計 4,963,829 5,174,974
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 466,222 573,750

短期借入金 350,000 350,000

1年内返済予定の長期借入金 179,952 179,952

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

未払金 73,494 32,138

未払費用 24,046 31,963

未払法人税等 3,575 10,420

未払消費税等 10,002 14,948

前受金 3,948 4,079

預り金 18,356 4,550

設備関係支払手形 13,775 9,003

賞与引当金 15,065 53,602

その他 9 9

流動負債合計 1,178,446 1,284,417

固定負債   

社債 70,000 70,000

長期借入金 704,634 749,622

繰延税金負債 1,091 1,455

再評価に係る繰延税金負債 675,354 675,354

退職給付引当金 261,888 267,952

長期未払金 40,470 41,410

長期預り保証金 158,605 162,081

固定負債合計 1,912,043 1,967,875

負債合計 3,090,490 3,252,293

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金   

資本準備金 100,000 250,000

その他資本剰余金 50,000 218,339

資本剰余金合計 150,000 468,339

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △233,550 △510,595

利益剰余金合計 △233,550 △510,595

自己株式 △34,818 △34,778

株主資本合計 881,630 922,966

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 16,196 24,202

土地再評価差額金 975,512 975,512

評価・換算差額等合計 991,708 999,714

純資産合計 1,873,339 1,922,680

負債純資産合計 4,963,829 5,174,974
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,027,448 861,799

売上原価 781,847 666,888

売上総利益 245,600 194,911

販売費及び一般管理費 225,742 212,100

営業利益又は営業損失（△） 19,857 △17,189

営業外収益   

受取利息 8 0

受取配当金 506 787

受取賃貸料 11,902 11,895

受取補償金 844 －

その他 233 4,243

営業外収益合計 13,494 16,927

営業外費用   

支払利息 9,677 7,504

売上割引 3,160 3,353

租税公課 2,416 －

その他 1,825 4,416

営業外費用合計 17,079 15,275

経常利益又は経常損失（△） 16,272 △15,536

特別利益   

固定資産売却益 100 －

貸倒引当金戻入額 170 94

役員退職慰労引当金戻入額 12,100 －

その他 22 －

特別利益合計 12,393 94

特別損失   

固定資産除売却損 2,667 58

環境対策費 － 24,020

特別損失合計 2,667 24,078

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 25,998 △39,521

法人税、住民税及び事業税 1,773 1,773

法人税等合計 1,773 1,773

四半期純利益又は四半期純損失（△） 24,224 △41,294
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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
（△）

25,998 △39,521

減価償却費 40,271 37,641

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,070 △94

賞与引当金の増減額（△は減少） △37,536 △38,536

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,723 △6,064

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △60,661 －

受取利息及び受取配当金 △515 △787

受取賃貸料 △11,902 △11,895

支払利息 9,677 7,504

固定資産除売却損益（△は益） 2,567 58

長期未払金の増減額（△は減少） 41,410 △940

売上債権の増減額（△は増加） 123,213 143,564

たな卸資産の増減額（△は増加） △30,575 25,382

仕入債務の増減額（△は減少） △100,436 △107,527

その他 40,141 15,757

小計 31,857 24,541

利息及び配当金の受取額 515 787

賃貸料の受取額 11,902 11,770

利息の支払額 △9,629 △7,083

法人税等の支払額 △7,067 △7,059

営業活動によるキャッシュ・フロー 27,579 22,957

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △34,044 △16,271

その他 34 △148

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,010 △16,419

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △70,098 △44,988

自己株式の取得による支出 △112 △40

財務活動によるキャッシュ・フロー 29,789 △45,028

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 23,358 △38,490

現金及び現金同等物の期首残高 343,617 409,219

現金及び現金同等物の四半期末残高 366,976 370,728
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当第１四半期累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

 該当事項はありません。 

  

(追加情報) 

当第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号

平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第20号 平成20年３月21日)を適用しております。 

  

当社の事業は、衛生機器の製造・販売の単一セグメントであり、開示対象となるセグメントはあり

ませんので、記載を省略しております。 

  

当第１四半期累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

当社は、平成22年６月25日開催の第76期定時株主総会決議に基づき、資本準備金をその他資本剰余

金に振替後、その他資本剰余金を繰越利益剰余金の欠損填補に充当したため、当第１四半期累計期間

において、資本準備金が150,000千円減少、その他資本剰余金が168,339千円減少し、繰越利益剰余金

が318,339千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

(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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