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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 3,434 1.3 388 4.2 306 △20.0 151 △40.1

22年3月期第3四半期 3,390 △9.6 372 60.8 383 550.5 253 ―

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 13.97 ―

22年3月期第3四半期 23.31 ―

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 6,450 2,727 39.6 234.73
22年3月期 6,812 2,620 36.1 225.85

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  2,553百万円 22年3月期  2,457百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00

23年3月期 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

10.00 10.00

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 4,720 4.6 460 △4.3 350 △31.1 190 △41.0 17.46



(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は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「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  10,937,449株 22年3月期  10,937,449株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  59,393株 22年3月期  55,238株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  10,880,315株 22年3月期3Q  10,883,188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、アジア新興国向けを中心とする輸出の堅調な増加により、企

業収益に回復の兆しが見られるものの、雇用情勢は依然として厳しく、低調な個人消費や円高・デフレ等の長期化

により先行き不透明な状況で推移いたしました。 

  このような環境のもと、当グループはコア技術戦略である薄膜化技術の研究を推し進めるとともに、より高品

質・高付加価値を趣向するマーケットを中心に拡販を行ってまいりました。その結果、当第３四半期連結累計期間

の業績においては、売上高３４億３千４百万円（前年同四半期比１．３％増）、営業利益３億８千８百万円（前年

同四半期比４．２％増）、円高に伴う為替差損８千５百万円の計上により、経常利益３億６百万円（前年同四半期

比２０．０％減）、四半期純利益１億５千１百万円（前年同四半期比４０．１％減）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 ヘルスケア事業 

 ヘルスケア事業は、国内外ともにコンドームの軟弱な価格体系が定着する中、引き続き世界市場へのポリウレ

タン製コンドームの拡販に努め、売上高は２２億１千３百万円、経費の節減等により営業利益は５億３千３百万

円となりました。 

② プラスチック製品事業 

 プラスチック製品事業は、原油相場が上昇し、原料価格の押し上げに伴うコストアップやプラスチック包装フ

ィルムの販売価格の低迷等により、売上高は９億９千４百万円、営業利益は６千万円となりました。 

③ その他 

 その他の事業の入浴・介護サービス等の売上高は２億２千５百万円、営業損失は１百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ３億６千２百万円減少し、６４億５千万円と

なりました。これは主に、現金及び預金が２億２百万円、商品及び製品が１億８百万円、投資有価証券が３千１百

万円減少したことによるものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ４億６千９百万円減少し、３７億２千２百万円となりました。これは主

に、長・短期借入金が５億４千３百万円減少したことによるものであります。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ１億７百万円増加し、２７億２千７百万円となりました。これは主に、

四半期純利益１億５千１百万円と為替換算調整勘定が７千２百万円増加し、配当金１億８百万円を支払ったことに

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11月５日発表の「為替差損の発生並びに業績予想の修

正に関するお知らせ」から変更しておりません。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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 

・簡便的な会計処理 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等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と認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率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、第２四半期連結会計期間末

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

③ 原価差異の配賦方法 

 標準原価を適用しているために原価差異が生じた場合、当該原価差異の棚卸資産と売上原価への配賦を年

度決算と比較して簡便的に前連結会計年度末の配賦割合をもとに配賦しております。 

④ 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固定資産については、当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。 

⑤ 経過勘定項目の算定方法 

 前連結会計年度の実績をもとに合理的な算定方法により計上しております。 

⑥ 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 

 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。 

  

 ・四半期特有の会計処理 

  税金費用については、当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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 会計処理基準に関する会計基準の適用 

 （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。 

  これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益に与える影響は軽微であり、税金等調整前四

半期純利益は6,445千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は

5,215千円であります。 

② 表示方法の変更 

 （四半期連結損益計算書） 

  前第３四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「作業くず売却

益」は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間より区分掲記することとしまし

た。なお、前第３四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「作業くず売却益」は、7,966千円

であります。 

  

  「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。  

   

２．その他の情報
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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 781,084 983,092 

受取手形及び売掛金 1,730,593 1,634,200 

商品及び製品 287,762 396,702 

仕掛品 384,086 393,621 

原材料及び貯蔵品 331,013 288,875 

繰延税金資産 63,224 66,028 

その他 21,624 50,670 

貸倒引当金 △85,989 △87,040 

流動資産合計 3,513,399 3,726,151 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,775,199 1,772,728 

減価償却累計額 △1,198,129 △1,178,705 

建物及び構築物（純額） 577,069 594,022 

機械装置及び運搬具 4,157,812 4,147,111 

減価償却累計額 △3,232,293 △3,143,110 

機械装置及び運搬具（純額） 925,519 1,004,001 

土地 946,857 946,726 

建設仮勘定 － 3,471 

その他 230,529 229,350 

減価償却累計額 △209,324 △208,294 

その他（純額） 21,205 21,055 

有形固定資産合計 2,470,652 2,569,277 

無形固定資産   

のれん 31,249 49,838 

その他 2,841 3,139 

無形固定資産合計 34,090 52,977 

投資その他の資産   

投資有価証券 377,744 409,066 

その他 56,734 57,576 

貸倒引当金 △2,185 △2,383 

投資その他の資産合計 432,293 464,259 

固定資産合計 2,937,036 3,086,514 

資産合計 6,450,436 6,812,666 
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（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 564,237 437,057 

短期借入金 2,091,900 2,329,400 

未払法人税等 53,296 121,205 

賞与引当金 38,450 67,301 

その他 271,154 250,302 

流動負債合計 3,019,039 3,205,267 

固定負債   

長期借入金 374,800 681,200 

退職給付引当金 127,786 110,464 

役員退職慰労引当金 189,658 180,786 

資産除去債務 5,215 － 

長期預り保証金 2,750 3,500 

繰延税金負債 1,037 11,320 

その他 2,500 － 

固定負債合計 703,748 987,271 

負債合計 3,722,787 4,192,538 

純資産の部   

株主資本   

資本金 547,436 547,436 

資本剰余金 681,385 681,385 

利益剰余金 1,967,728 1,924,583 

自己株式 △18,092 △17,170 

株主資本合計 3,178,457 3,136,234 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 80,757 99,429 

為替換算調整勘定 △705,776 △777,921 

評価・換算差額等合計 △625,019 △678,492 

少数株主持分 174,210 162,384 

純資産合計 2,727,649 2,620,127 

負債純資産合計 6,450,436 6,812,666 
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（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 3,390,974 3,434,554 

売上原価 2,101,132 2,162,034 

売上総利益 1,289,841 1,272,519 

販売費及び一般管理費 917,038 883,884 

営業利益 372,803 388,635 

営業外収益   

受取利息 95 156 

受取配当金 8,951 9,374 

作業くず売却益 － 9,940 

為替差益 23,208 － 

その他 17,974 14,802 

営業外収益合計 50,229 34,274 

営業外費用   

支払利息 39,055 30,435 

為替差損 － 85,497 

その他 255 153 

営業外費用合計 39,310 116,086 

経常利益 383,722 306,822 

特別利益   

固定資産売却益 613 139 

貸倒引当金戻入額 － 1,051 

特別利益合計 613 1,191 

特別損失   

固定資産除売却損 1,457 473 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,422 

投資有価証券評価損 10,205 － 

その他 － 2,500 

特別損失合計 11,662 9,395 

税金等調整前四半期純利益 372,672 298,618 

法人税等 108,399 135,514 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 163,103 

少数株主利益 10,607 11,136 

四半期純利益 253,666 151,966 
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 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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