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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 11,901 1.5 895 18.6 956 19.5 575 14.5
22年3月期第3四半期 11,730 △4.7 755 △15.2 800 △15.0 503 △6.9

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 46.59 ―

22年3月期第3四半期 40.70 ―

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 24,248 19,680 80.8 1,584.78
22年3月期 23,958 19,466 80.9 1,567.76

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  19,588百万円 22年3月期  19,377百万円

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 ― 0.00 ― 20.00 20.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

20.00 20.00

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 17,340 3.9 1,470 △3.0 1,515 △3.6 920 △8.2 74.43



(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きの対象外でありますが、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きを受けております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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あたっての注意事項等について
は、【添付資料】Ｐ．３「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】Ｐ.４「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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 12,561,000株 22年3月期  12,561,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  200,756株 22年3月期  200,756株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 12,360,244株 22年3月期3Q 12,360,302株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界経済の回復を背景に緩やかに回復しつつあるものの、

企業収益の改善の動きに一服感がみられます。景気は回復基調を維持しており、設備投資は持ち直しつつあるも

のの、雇用・所得環境は引き続き厳しい状況にあり、個人消費は、一部の駆け込み需要の反動もあり、生産はや

や減少しており、企業の業況感も、弱含みとなっております。 

このような環境の中、当社グループは社会全体に見られる保安に対する取り組みの強化や、安全・安心への意

識の高まりを背景とした環境変化に対応すべく、商品開発の強化、営業力の強化に努め、経費削減に取り組んで

まいりました。さらに、温室効果ガス削減への取り組みをはじめとする、環境保全に対する意識の高まりを背景

とした変化に対応すべく、省エネルギー市場に向けた商品の開発・強化を行い安全・安心・快適な環境づくりに

取り組んでまいりました。 

その結果、家庭用ガス警報器が更新需要のない端境期による減少の影響を受け後退しましたが、工業用定置式

ガス検知警報器、業務用携帯型ガス検知器が堅調に推移し、売上高は119億１百万円（前年同期比1.5％増）とな

りました。利益につきましては、経常利益は９億５千６百万円（前年同期比19.5％増）となり、四半期純利益は

５億７千５百万円（前年同期比14.5％増）となりました。 

製造販売の商品別概況は、次のとおりであります。 

①家庭用ガス警報器 

都市ガス用、ＬＰガス用、住宅用火災警報器につきましては、販売が伸び悩み、売上高は前期を下回りまし

た。その結果、家庭用ガス警報器の売上高は54億８千３百万円となりました。 

②工業用定置式ガス検知警報器 

電力業界向けガス検知警報器及び海外向けガス検知警報器は販売が堅調に推移し、売上高は34億４千３百万

円となりました。 

③業務用携帯型ガス検知器 

石油化学業界向け各種ガス検知器及び海外向け各種ガス検知器の販売が堅調に推移し、売上高は25億４千３

百万円となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①製造販売 

工業用定置式ガス検知警報器、業務用携帯型ガス検知器が堅調に推移しましたが、家庭用ガス警報器が更新

需要のない端境期による減少の影響を受け後退し、売上高は121億１千５百万円となりました。営業利益につ

きましては、５億１千６百万円となりました。 

②保守サービス 

工業用定置式ガス検知警報器、業務用携帯型ガス検知器の保守サービスが堅調に推移し、売上高は16億９千

３百万円となりました。営業利益につきましては、３億７百万円となりました。 

③組立 

工業用定置式ガス検知警報器、業務用携帯型ガス検知器が堅調に推移し、売上高は３億２千９百万円となり

ました。営業利益につきましては、３千８百万円となりました。 

④海外 

業務用携帯型ガス検知器が堅調に推移し、売上高は２億４千７百万円となりました。営業利益につきまして

は、３千４百万円となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結累計期間末の財政状態について、総資産は、前連結会計年度末に比べ２億９千万円増加し

て242億４千８百万円（前期末比1.2％増）となりました。 

これは主に、受取手形及び売掛金の減少６億１千５百万円があったものの、現金及び預金の増加３億１百万

円、たな卸資産の増加５億１千３百万円、投資有価証券の増加１億２千２百万円によるものです。 

負債は、前連結会計年度末に比べ７千６百万円増加して45億６千８百万円（前期末比1.7％増）となりまし

た。 

これは主に、未払法人税等の減少１億８千２百万円、賞与引当金の減少１億６千２百万円があったものの、

支払手形及び買掛金の増加４億２千万円によるものです。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ２億１千４百万円増加して196億８千万円（前期末比1.1％増）となり、

１株当たり純資産は、1,584円78銭となりました。 

これは主に、その他有価証券評価差額金の減少１億２百万円があったものの、利益剰余金の増加３億２千８

百万円によるものであります。 

この結果、自己資本比率は、80.8％となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結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、前連結会計年度末

に比べ２億５千４百万円増加して96億８千２百万円となりました。 

なお、主な資金の増加はセグメント「製造販売」によるものであります。 

当第３四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。 

（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、10億９千９百万円（前年同期比26.1％増）となりました。 

これは主に、法人税等の支払額５億６千１百万円及びたな卸資産の増加５億１千５百万円、賞与引当金

の減少１億６千２百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益９億６千２百万円及び売上債権の減

少６億１千３百万円、仕入債務の増加４億２千５百万円、減価償却費３億１千１百万円によるものであり

ます。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果流出した資金は、５億８千万円（前年同期比48.3％増）となりました。 

これは主に、投資有価証券の取得による支出２億９千５百万円及び有形固定資産の取得による支出１億

９千９百万円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） 

財務活動の結果流出した資金は、２億４千７百万円（前年同期比5.1％増）となりました。 

これは、配当金の支払い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 

当第３四半期連結累計期間の連結売上高は概ね当初の計画通りの水準で推移し、通期は概ね当初計画通りと見

込んでおります。引き続き景気の不透明感があるものの、原価の低減及び経費削減による経営の効率化に取り組

み、社会全体の環境保全に対する意識の高まりを背景に省エネルギー市場に向けた商品の開発・強化を行ってま

いります。通期の営業利益、経常利益及び当期純利益は、前回公表数字と同額と予想しております。 



（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 

【簡便な会計処理】 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

２．その他の情報

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

１．一般債権（経営状態に重大な問題が生

じていない債務者に対する債権）の貸倒

見積高の算定方法 

貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

ため、前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率を使用して算

定しております。 

２．棚卸資産の評価方法 当第３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地

棚卸を省略し前連結会計年度に係る実地棚卸高を基礎として以降帳簿

受払い高による加減算により算定しております。 

棚卸資産の簿価切下げに関して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、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。 

４．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

認められるので、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。 

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

税金費用の計算 税金費用については、当第３四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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

【会計処理基準に関する事項の変更】 

【表示方法の変更】 

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

（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。 

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軽微であります。 

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

（四半期連結損益計算書） 

「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３四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。 



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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 9,792,504 9,491,326

受取手形及び売掛金 4,996,322 5,611,737

商品及び製品 1,079,950 946,589

仕掛品 1,263,999 1,108,987

原材料及び貯蔵品 962,799 737,961

繰延税金資産 390,325 387,741

その他 90,391 132,311

貸倒引当金 △271,751 △298,518

流動資産合計 18,304,542 18,118,137

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 639,493 670,027

機械装置及び運搬具（純額） 167,292 210,857

土地 2,283,754 2,283,754

建設仮勘定 28,601 5,112

その他（純額） 313,117 339,892

有形固定資産合計 3,432,259 3,509,643

無形固定資産   

ソフトウエア 78,794 113,724

その他 48,478 33,059

無形固定資産合計 127,272 146,783

投資その他の資産   

投資有価証券 1,557,049 1,434,229

関係会社出資金 30,000 30,000

繰延税金資産 380,770 310,553

その他 420,562 413,528

貸倒引当金 △3,759 △4,446

投資その他の資産合計 2,384,622 2,183,864

固定資産合計 5,944,155 5,840,291

資産合計 24,248,698 23,958,428



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 2,416,474 1,996,104

未払法人税等 93,911 276,295

賞与引当金 131,259 293,390

役員賞与引当金 17,200 26,000

製品保証引当金 188,822 196,950

その他 607,008 661,027

流動負債合計 3,454,677 3,449,768

固定負債   

退職給付引当金 981,004 916,793

役員退職慰労引当金 132,790 125,804

固定負債合計 1,113,794 1,042,598

負債合計 4,568,471 4,492,366

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,460,000 1,460,000

資本剰余金 934,443 934,443

利益剰余金 17,422,882 17,094,194

自己株式 △285,660 △285,660

株主資本合計 19,531,665 19,202,977

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 85,522 188,253

為替換算調整勘定 △28,866 △13,312

評価・換算差額等合計 56,655 174,940

少数株主持分 91,906 88,144

純資産合計 19,680,226 19,466,062

負債純資産合計 24,248,698 23,958,428



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 11,730,521 11,901,167

売上原価 6,662,792 6,645,995

売上総利益 5,067,729 5,255,172

販売費及び一般管理費 4,312,560 4,359,635

営業利益 755,168 895,536

営業外収益   

受取利息 3,678 3,738

受取配当金 25,266 28,756

その他 25,174 44,244

営業外収益合計 54,120 76,738

営業外費用   

為替差損 2,845 12,441

その他 5,765 3,357

営業外費用合計 8,610 15,798

経常利益 800,678 956,476

特別利益   

貸倒引当金戻入額 47,443 26,935

製品保証引当金戻入額 9,303 －

固定資産売却益 － 74

その他 5,150 －

特別利益合計 61,897 27,010

特別損失   

固定資産除却損 595 1,018

固定資産売却損 73 169

役員退職慰労金 5,445 9,975

投資有価証券評価損 － 5,454

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,200

特別損失合計 6,113 20,817

税金等調整前四半期純利益 856,461 962,669

法人税等 350,732 382,399

少数株主損益調整前四半期純利益 － 580,269

少数株主利益 2,708 4,377

四半期純利益 503,020 575,892



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第３四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 856,461 962,669

減価償却費 401,399 311,122

有形固定資産除売却損益（△は益） 668 1,114

投資有価証券評価損益（△は益） － 5,454

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,200

貸倒引当金の増減額（△は減少） △47,455 △27,453

賞与引当金の増減額（△は減少） △166,135 △162,130

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △22,200 △8,800

製品保証引当金の増減額（△は減少） △35,066 △8,128

退職給付引当金の増減額（△は減少） 57,098 64,210

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,246 6,985

受取利息及び受取配当金 △28,945 △32,494

売上債権の増減額（△は増加） 602,137 613,480

たな卸資産の増減額（△は増加） △142,632 △515,527

仕入債務の増減額（△は減少） △17,786 425,565

その他 30,318 △11,763

小計 1,494,108 1,628,503

利息及び配当金の受取額 29,079 32,615

法人税等の支払額 △651,023 △561,507

営業活動によるキャッシュ・フロー 872,163 1,099,610

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 △274,647 △199,224

有形固定資産の売却による収入 110 573

無形固定資産の取得による支出 △17,798 △28,760

投資有価証券の取得による支出 △56,059 △295,762

その他 △43,211 △57,733

投資活動によるキャッシュ・フロー △391,606 △580,907

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △215 －

配当金の支払額 △234,622 △246,783

少数株主への配当金の支払額 △480 △480

財務活動によるキャッシュ・フロー △235,318 △247,263

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,548 △16,762

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 238,689 254,678

現金及び現金同等物の期首残高 8,768,017 9,427,826

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,006,707 9,682,504



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３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

当社グループは、商品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性から判断して、同種・同系列のガス警

報器・検知器を専ら製造・販売及びメンテナンスを行っておりますので、事業の種類別セグメント情報の記載

を省略しております。 

【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

める割合がいずれも、90％超であるため所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

【海外売上高】 

前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

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

【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループ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。 

当社グループは、同種・同系列のガス警報器・検知器の製造・販売及びメンテナンスを行っており、当

社（製造販売）及び連結子会社（保守サービス・組立・海外）がそれぞれ事業セグメントを構成しており

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 

（注）セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去に伴うものであり、四半期連結損益計算書の営

業利益と調整を行っております。 

（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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） （単位：千円）

  報告セグメント  

合計 調整額 

四半期連結

損益計算書

計上額 
  製造販売 

保守 

サービス 
組立 海外 

売上高   

・外部顧客へ 

 の売上高 
 11,653,426 － － 247,741 11,901,167  － 11,901,167

・内部売上高  461,970 1,693,076 329,593 － 2,484,640  △2,484,640 －

計  12,115,397 1,693,076 329,593 247,741 14,385,808  △2,484,640 11,901,167

セグメント利益  516,912 307,840 38,913 34,343 898,009  △2,473 895,536



配当に関する事項 

配当支払額 

該当事項はありません。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当た
り配当額
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  247,204  20 平成22年３月31日 平成22年６月30日 利益剰余金

４．補足情報
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