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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12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 ％

23年3月期第3四半期 5,631 △7.9 △56 ― △73 ― △53 ―

22年3月期第3四半期 5,675 △8.7 180 ― 137 ― 83 ―

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3四半期 △7.44 ―

22年3月期第3四半期 11.68 ―

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3四半期 9,129 2,240 24.5 312.12
22年3月期 9,273 2,347 25.3 326.91

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  2,240百万円 22年3月期  2,347百万円

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 ― ― ― 7.50 7.50
23年3月期 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

5.00 5.00

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、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 8,500 △1.7 230 △38.9 170 △46.3 100 △47.4 13.93



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（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） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」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3Q 7,200,000株 22年3月期  7,200,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  21,083株 22年3月期  19,358株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 7,180,006株 22年3月期3Q 7,180,642株

※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、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いません。 

※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、四半期決算短信（添付資料）２ページ「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３四半期累計期間におけるわが国経済は、新興国向けの輸出拡大や政府の景気刺激策の効果等によ
り、企業業績や生産活動、設備投資等を中心に、全体としては緩やかな回復傾向を示してきました。その
一方で、依然として厳しい雇用情勢や長引く円高等の懸念材料もあり、景気の先行きは、引き続き不透明
な状況が続いております。 
このような不透明な事業環境の中、当社の呼吸用保護具全般の受注状況は、期初から営業活動強化に努

めたものの、第２四半期以降主要顧客である民間製造業からの受注がやや伸び悩んだことから、売上高は
５６億３１百万円（前年同四半期比４４百万円の減少)となりました。 
一方、利益面では、引き続き生産効率の改善や製造経費削減に取り組みましたが、新製品開発に伴う減

価償却負担増などもあり、売上原価率が前年同四半期比２％以上の悪化となり、売上総利益は１６億１３
百万円(前年同四半期比１億５８百万円の減少)となりました。 
また、販売費及び一般管理費は、諸経費削減を継続実施したものの、期初からの営業活動強化に伴う支

出増が避けられず、１６億７０百万円(前年同四半期比７７百万円の増加)となりました。 
この結果、営業損失５６百万円（前年同四半期は１億８０百万円の利益）、経常損失７３百万円（前年

同四半期は１億３７百万円の利益）、四半期純損失５３百万円（前年同四半期は８３百万円の純利益）と
なりました。 

  

当第３四半期末の総資産は、前事業年度末に比べて、１億４３百万円減少の９１億２９百万円、負債
合計は３６百万円減少の６８億８９百万円となり、純資産は１億６百万円減少の２２億４０百万円とな
りました。この結果、当第３四半期末時点での自己資本比率は２４.５％となりました。 

  

当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末より７６百万
円増加し、５億４７百万円となりました。 

当第３四半期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。 

営業活動の結果使用した資金は、２億３８百万円（前年同四半期は、使用した資金が２５百万円）
となりました。これは主に、税引前四半期純損失７３百万円、減価償却費３億２７百万円、売上債権
の減少２億４０百万円、仕入債務の減少３億１０百万円、たな卸資産の増加２億７百万円、賞与引当
金の減少７７百万円、法人税等の支払額７６百万円、利息の支払額５９百万円等によるものです。 

投資活動の結果使用した資金は、８５百万円（前年同四半期は、使用した資金が１億３４百万円）
となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出８２百万円等によるものです。 

財務活動の結果得られた資金は、４億円（前年同四半期は、得られた資金が１億１４百万円）とな
りました。これは主に、短期借入金の純増額９億５０百万円、長期借入金による収入２億円、長期借
入金の返済による支出４億６百万円、社債の償還による支出２億６３百万円、配当金の支払５３百万
円等によるものです。 

平成２２年５月２２日に公表いたしました通期業績予想につきましては、現時点では変更ございませ
ん。詳細は、本日別途公表いたしました「固定資産の譲渡及び取得並びに特別利益計上に関するお知ら
せ」に記載のとおりでございます。 

  

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

 ①財政状態の状況

 ②キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

(3) 業績予想に関する定性的情報
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① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 
② 棚卸資産の評価方法 

当第３四半期会計期間末の棚卸額の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期会計期間末の
実地棚卸高を基礎として、合理的な方法により算出する方法によっております。 
 なお、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格
を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③ 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、会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する方

法によっています。 
④ 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、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異の

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の事業予測やタッ
クス・プランニングを利用する方法によっております。 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

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、この変更に伴う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３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 1,297,848 1,220,860

受取手形及び売掛金 2,232,209 2,479,837

商品及び製品 1,321,994 1,270,874

仕掛品 163,368 135,295

原材料及び貯蔵品 747,249 618,963

その他 214,760 158,593

貸倒引当金 △1,951 △2,534

流動資産合計 5,975,479 5,881,892

固定資産   

有形固定資産 2,522,670 2,730,649

無形固定資産 54,522 73,234

投資その他の資産 577,036 587,393

固定資産合計 3,154,229 3,391,277

資産合計 9,129,708 9,273,170

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,769,937 2,080,043

短期借入金 1,450,000 500,000

1年内返済予定の長期借入金 595,996 555,996

1年内償還予定の社債 233,800 303,800

賞与引当金 53,879 131,776

その他 241,457 359,329

流動負債合計 4,345,069 3,930,944

固定負債   

社債 578,300 772,100

長期借入金 1,298,182 1,545,179

その他の引当金 389,159 397,409

その他 278,307 280,083

固定負債合計 2,543,949 2,994,771

負債合計 6,889,019 6,925,716
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 570,000 570,000

資本剰余金 272,577 272,577

利益剰余金 1,276,570 1,383,821

自己株式 △10,521 △9,856

株主資本合計 2,108,625 2,216,542

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 132,063 130,910

評価・換算差額等合計 132,063 130,910

純資産合計 2,240,689 2,347,453

負債純資産合計 9,129,708 9,273,170
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(2) 四半期損益計算書 
【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 5,675,786 5,631,149

売上原価 3,903,218 4,017,324

売上総利益 1,772,567 1,613,824

販売費及び一般管理費 1,592,483 1,670,286

営業利益又は営業損失（△） 180,084 △56,461

営業外収益   

受取利息 1,918 1,055

受取賃貸料 7,390 7,505

受取配当金 11,435 11,064

補助金収入 － 24,413

その他 12,446 9,462

営業外収益合計 33,191 53,500

営業外費用   

支払利息 58,771 56,251

手形売却損 － 6,862

その他 16,573 7,659

営業外費用合計 75,344 70,773

経常利益又は経常損失（△） 137,931 △73,734

特別利益   

貸倒引当金戻入額 404 587

その他 13,762 －

特別利益合計 14,167 587

特別損失   

固定資産除却損 3,006 379

特別損失合計 3,006 379

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 149,092 △73,525

法人税、住民税及び事業税 4,785 7,226

法人税等調整額 60,467 △27,355

法人税等合計 65,252 △20,129

四半期純利益又は四半期純損失（△） 83,839 △53,396
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12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
（△）

149,092 △73,525

減価償却費 285,536 327,314

固定資産除却損 3,006 379

貸倒引当金の増減額（△は減少） △404 △587

賞与引当金の増減額（△は減少） △29,237 △77,897

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,512 △8,249

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △94,890 －

受取利息及び受取配当金 △13,354 △12,119

支払利息 58,771 56,251

手形売却損 10,341 6,862

売上債権の増減額（△は増加） 341,122 240,766

債権売却未収入金の増減額（△は増加） 115,545 －

たな卸資産の増減額（△は増加） △551,751 △207,477

仕入債務の増減額（△は減少） △322,615 △310,106

未払費用の増減額（△は減少） 29,701 △6,078

その他 46,670 △50,234

小計 25,022 △114,701

利息及び配当金の受取額 13,819 12,565

利息の支払額 △58,145 △59,616

法人税等の支払額 △6,054 △76,951

営業活動によるキャッシュ・フロー △25,357 △238,704

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 △20,000 －

有形固定資産の取得による支出 △149,160 △82,897

無形固定資産の取得による支出 △4,928 △3,087

投資有価証券の取得による支出 △75,000 －

貸付けによる支出 △5,960 △2,900

貸付金の回収による収入 13,146 3,295

投資その他の資産の増減額（△は増加） 107,226 333

投資活動によるキャッシュ・フロー △134,675 △85,256

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） △75,000 950,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △21,203 △23,732

長期借入れによる収入 850,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △339,497 △406,997

社債の償還による支出 △263,800 △263,800

配当金の支払額 △35,903 △53,854

自己株式の取得による支出 － △665

財務活動によるキャッシュ・フロー 114,596 400,949
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(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △45,436 76,988

現金及び現金同等物の期首残高 469,889 470,760

現金及び現金同等物の四半期末残高 424,452 547,748
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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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