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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 21,121 △6.0 1,720 △12.4 1,483 △17.0 824 △19.8

22年3月期第2四半期 22,464 0.1 1,964 8.0 1,787 11.5 1,028 16.0

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2四半期 37.79 37.79
22年3月期第2四半期 47.09 47.08

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2四半期 29,769 20,265 66.6 909.11
22年3月期 29,029 19,965 67.2 892.46

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  19,832百万円 22年3月期  19,502百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 11.00 ― 11.00 22.00

23年3月期 ― 11.00

23年3月期 
（予想）

― 11.00 22.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 45,000 3.3 2,500 11.3 2,000 2.7 1,130 1.0 51.76



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 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、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せん。 

※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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、添付資料３ページ「１．当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、添付資料３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 29,500,000株 22年3月期  29,500,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  7,684,431株 22年3月期  7,647,667株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 21,830,646株 22年3月期2Q  21,835,942株
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（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におけるわが国経済は、海外経済の減速や円高の進展を背景とした輸出の弱含みを

主因として、回復ペースが鈍化しました。個人消費は、猛暑による影響でエアコンの購入や飲料の消費が増加

し、エコカー補助金終了前の自動車の駆け込み需要などから、夏場にかけて強めの動きとなりましたが、エコポ

イント制度の打ち切り等を控え、先行き不透明な状況が続いております。 

こうした状況の中、当社グループは引き続き「絞り込みと集中」、「世にない商品の開発」、「スピード経

営」の３点を基本戦略とし、主力ブランドの強化と徹底したコスト削減に取り組んでまいりました。また、“価

格の競争”から“価値の競争”への変革を図るため、これまで取り組んできた“デザイン革命”に加え、“フレ

グランス革命”をテーマに掲げ、商品の差別化に取り組んでまいりました。 

しかしながら当第２四半期連結累計期間の売上高は、天候不順の影響もあって低迷し、211億21百万円（前年

同期比6.0%減）となりました。 

利益面では、引き続き製造コストや販売費及び一般管理費の削減に取り組み、また、関係会社の業績は概ね好

調に推移しましたが、営業利益17億20百万円（同12.4%減）、経常利益14億83百万円（同17.0%減）、四半期純利

益8億24百万円（同19.8%減）となりました。 

  

セグメント別の業績は以下のとおりであります。 

『防虫・衛生関連事業』の売上高は、76億44百万円（同4.3%減）となりました。 

衣類ケア（防虫剤）部門は、８月に発売した「かおりムシューダ」の売上が好調に推移しましたが、春先の低

温や秋口の厳しい残暑など、天候不順の影響で衣替えの時期が分散し、その他既存品の売上が低調だったため、

前年同期比で減収となりました。 

ハンドケア（手袋）部門は、主に海外市場をターゲットとしている中厚ビニール手袋の売上が低迷した他、昨

年、消費者の衛生意識の高まりを背景に売上を伸ばした使いきりポリ手袋も低調に推移したため、前年同期比で

減収となりました。 

サーモケア（カイロ）部門は、４月の気温が例年に比べ低く推移した影響で売上が増加したことに加え、シー

ズン終了後の返品も減少したため、前年同期比で増収となりました。 

『家庭環境関連事業』の売上高は、134億77百万円（同6.9%減）となりました。 

エアケア（消臭芳香剤）部門は、新製品の「ゴミ箱の消臭力」、「タンクの消臭ポット 香りのクリーナー」

などが売上に寄与し、デザインを一新した「お部屋の消臭ポット」等の売上も伸長しましたが、その他既存品が

低迷したため、前年同期比で減収となりました。 

湿気ケア（除湿剤）部門は、つめかえ式除湿剤「ドライペット コンパクト」等の売上は堅調に推移しました

が、「ドライペット スキット」等の売上が低迷したため、売上高は前年同期比で減収となりました。 

ホームケア（その他）部門は、新製品「おひさまの洗たく くつクリーナー」の売上が好調に推移し売上に寄

与しましたが、昨年６月末をもって「ネクスケア マスク」の販売を終了したこと等の影響により、前年同期比

で減収となりました。 

   

各カテゴリー別の売上高は以下のとおりであります。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して7億40百万円増加し、297億69百万円と

なりました。主な要因は、現金及び預金の減少25億4百万円、受取手形及び売掛金の増加21億41百万円、商品及

び製品の減少2億30百万円、工具、器具及び備品の減少1億8百万円、投資有価証券の増加12億24百万円でありま

す。 

負債は、前連結会計年度末と比較して4億41百万円増加し、95億4百万円となりました。主な要因は、未払法人

税等の増加2億83百万円であります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

カテゴリー 売上高 前年同期比 

衣類ケア（防虫剤） 百万円 5,379 %減  6.4

ハンドケア（手袋） 百万円 1,361 %減  13.2

サーモケア（カイロ） 百万円 903 %増 34.0

エアケア（消臭芳香剤） 百万円 10,121 %減  4.9

湿気ケア（除湿剤） 百万円 1,801 %減  8.8

ホームケア（その他） 百万円 1,553 %減  16.2



純資産は、前連結会計年度末と比較して2億99百万円増加し、202億65百万円となりました。主な要因は、利益

剰余金の増加5億81百万円、その他有価証券評価差額金の減少1億92百万円であります。以上の結果、自己資本は

198億32百万円、自己資本比率は前連結会計年度末と比較して0.6ポイント減少し、66.6％となりました。  

  

（連結キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末と比

較して25億6百万円減少し、46億63百万円となりました。 

当第２四半期連結累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。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果使用した資金は1億25百万円（前年同期は13億35百万円の獲得）となりました。収入の主な内

訳は、税金等調整前四半期純利益14億66百万円、減価償却費4億56百万円、たな卸資産の減少額1億23百万円であ

り、支出の主な内訳は、売上債権の増加額21億43百万円、法人税等の支払額3億36百万円であります。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果使用した資金は20億87百万円（前年同期は1億44百万円の獲得）となりました。支出の主な内

訳は、有形固定資産の取得による支出4億62百万円、投資有価証券の取得による支出16億17百万円であります。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果使用した資金は2億76百万円（前年同期は2億68百万円の使用）となりました。これは、主に配

当金の支払2億40百万円によるものであります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の連結業績予想につきましては、平成22年４月28日に公表いたしました業績予想に変更はあり

ません。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

記載すべき重要な事項はありません。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）

を適用しております。  

 なお、これによる経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

② 資産除去債務に関する会計基準の適用  

 第１四半期連結会計期間より、「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、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

③ 企業結合に関する会計基準等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「『研究開発費等に係る会計

基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」(企業会計

基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表

分)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20

年12月26日）を適用しております。  

④ 四半期連結損益計算書の表示方法の変更  

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

   

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,531,382 8,036,110

受取手形及び売掛金 6,341,384 4,199,517

有価証券 55,120 57,000

商品及び製品 4,170,549 4,401,087

仕掛品 134,313 101,409

原材料及び貯蔵品 373,499 303,078

繰延税金資産 352,460 338,325

その他 293,628 246,149

貸倒引当金 △19,166 △16,040

流動資産合計 17,233,172 17,666,635

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,039,648 2,095,164

機械装置及び運搬具（純額） 784,472 729,153

工具、器具及び備品（純額） 294,189 402,796

土地 3,284,873 3,288,330

リース資産（純額） 23,766 16,621

建設仮勘定 60,799 28,659

有形固定資産合計 6,487,749 6,560,725

無形固定資産 346,606 406,227

投資その他の資産   

投資有価証券 3,852,491 2,627,889

長期貸付金 76,950 86,926

繰延税金資産 343,368 274,346

その他 1,429,531 1,406,684

投資その他の資産合計 5,702,341 4,395,846

固定資産合計 12,536,698 11,362,799

資産合計 29,769,871 29,029,435



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,441,555 4,370,281

リース債務 8,140 5,679

未払金 1,967,042 1,900,276

未払費用 456,461 470,092

未払法人税等 616,205 332,964

未払消費税等 97,528 41,068

返品調整引当金 116,400 129,500

その他 54,896 63,027

流動負債合計 7,758,229 7,312,889

固定負債   

リース債務 17,719 12,524

再評価に係る繰延税金負債 380,774 380,774

退職給付引当金 1,232,938 1,251,482

役員退職慰労引当金 114,983 105,933

固定負債合計 1,746,415 1,750,714

負債合計 9,504,645 9,063,604

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,065,500 7,065,500

資本剰余金 7,067,815 7,067,815

利益剰余金 17,605,164 17,023,838

自己株式 △11,061,669 △11,025,589

株主資本合計 20,676,810 20,131,563

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 207,473 400,366

土地再評価差額金 △549,593 △549,593

為替換算調整勘定 △501,969 △479,955

評価・換算差額等合計 △844,089 △629,181

新株予約権 74,137 67,370

少数株主持分 358,366 396,079

純資産合計 20,265,225 19,965,831

負債純資産合計 29,769,871 29,029,435



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 22,464,319 21,121,918

売上原価 12,243,648 11,349,370

売上総利益 10,220,671 9,772,548

返品調整引当金戻入差額 11,100 13,100

差引売上総利益 10,231,771 9,785,648

販売費及び一般管理費 8,267,696 8,064,872

営業利益 1,964,074 1,720,775

営業外収益   

受取利息 10,316 6,692

受取配当金 26,088 16,885

仕入割引 106,471 98,195

持分法による投資利益 7,303 －

受取手数料 17,031 17,639

その他 49,903 46,990

営業外収益合計 217,114 186,403

営業外費用   

支払利息 12 987

売上割引 373,198 352,280

持分法による投資損失 － 43,124

その他 20,007 27,017

営業外費用合計 393,217 423,409

経常利益 1,787,971 1,483,769

特別利益   

固定資産売却益 8 6

投資有価証券売却益 3,118 100

特別利益合計 3,126 106

特別損失   

固定資産除売却損 7,374 12,494

投資有価証券評価損 4,448 4,631

特別損失合計 11,822 17,126

税金等調整前四半期純利益 1,779,276 1,466,750

法人税、住民税及び事業税 819,470 628,391

法人税等調整額 △80,367 2,114

法人税等合計 739,102 630,505

少数株主損益調整前四半期純利益 － 836,245

少数株主利益 11,879 11,342

四半期純利益 1,028,294 824,902



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 1,779,276 1,466,750

減価償却費 413,728 456,809

固定資産除売却損益（△は益） 7,365 12,487

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 1,329 4,531

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,823 3,126

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,898 △17,220

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,050 9,050

返品調整引当金の増減額（△は減少） △11,100 △13,100

受取利息及び受取配当金 △36,405 △23,577

支払利息 12 987

為替差損益（△は益） 3,193 8,874

持分法による投資損益（△は益） △7,303 43,124

売上債権の増減額（△は増加） △2,021,461 △2,143,365

たな卸資産の増減額（△は増加） 435,016 123,540

仕入債務の増減額（△は減少） 833,317 62,942

その他 179,002 193,495

小計 1,603,744 188,454

利息及び配当金の受取額 38,364 23,671

利息の支払額 △12 △987

法人税等の支払額 △306,563 △336,341

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,335,533 △125,202

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 300,000 －

有形固定資産の取得による支出 △234,272 △462,562

有形固定資産の売却による収入 156 6

投資有価証券の取得による支出 △3,110 △1,617,784

投資有価証券の売却による収入 106,241 1,100

その他 △24,995 △8,375

投資活動によるキャッシュ・フロー 144,018 △2,087,614

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） － －

自己株式の取得による支出 △317 △319

自己株式の売却による収入 4,452 5,202

配当金の支払額 △240,143 △240,375

少数株主への配当金の支払額 △29,794 △36,807

その他 △2,796 △3,778

財務活動によるキャッシュ・フロー △268,598 △276,077

現金及び現金同等物に係る換算差額 16,640 △17,694

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,227,593 △2,506,589

現金及び現金同等物の期首残高 5,520,468 7,169,746

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,748,062 4,663,157



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） 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業は、製品の種類及び販売市場等の類似性を考慮して、区分しております。 

２．各事業区分の主要製品 

  

【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21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 所在地別セグメント情報は、全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を越えているた

め、その記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前第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） 

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

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
防虫・衛生関
連事業(千円) 

家庭環境関連
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  7,989,346  14,474,972  22,464,319  －  22,464,319

(2）セグメント間の内部売上高 

    又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  7,989,346  14,474,972  22,464,319  －  22,464,319

営業利益  1,258,380  705,694  1,964,074  －  1,964,074

事業区分 主要製品 

防虫・衛生関連事業 防虫剤、手袋、カイロ 

家庭環境関連事業 消臭芳香剤、除湿剤、その他 



【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。  

 当社は本社において、国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しており、製品の種類及び販

売市場等の類似性から「防虫・衛生関連事業」及び「家庭環境関連事業」の２つを報告セグメントとしており

ます。 

 「防虫・衛生関連事業」は防虫剤、手袋、カイロを製造販売しております。「家庭環境関連事業」は消臭芳

香剤、除湿剤、その他を製造販売しております。 

   

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）  

（注）セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。  

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「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。   

  

 該当事項はありません。  

  

  

報告セグメント

合計（千円）防虫・衛生関連事業
（千円） 

家庭環境関連事業
（千円） 

売上高       

外部顧客に対する売上高  7,644,569  13,477,349  21,121,918

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 －  －  －

計  7,644,569  13,477,349  21,121,918

セグメント利益  1,082,702  638,073  1,720,775

（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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