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

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 8,695 0.6 250 △33.4 184 △41.6 339 78.7
22年3月期 8,642 △4.7 376 117.9 316 188.7 190 753.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 47.32 ― 13.6 1.9 2.9
22年3月期 26.47 ― 8.4 3.4 4.4

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―百万円

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 9,945 2,644 26.6 368.44
22年3月期 9,273 2,347 25.3 326.91

（参考） 自己資本   23年3月期  2,644百万円 22年3月期  2,347百万円

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 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 △97 34 30 438
22年3月期 635 △217 △416 470

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― ― ― 7.50 7.50 53 28.3 2.3
23年3月期 ― ― ― 5.00 5.00 35 10.6 1.4

24年3月期(予想) ― ― ― 5.00 5.00 6.0

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24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) 4,100 11.5 50 ― 20 ― 480 ― 66.87
通期 9,300 6.9 310 23.7 240 29.9 600 76.6 83.58



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 21,749 株 22年3月期 19,358 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 7,179,592 株 22年3月期 7,180,642 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 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、決算短
信（添付資料）２ページをご覧ください。 
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当事業年度のわが国経済は、好調な海外経済を背景にした輸出の増加や政府の景気対策効果等によ

り、企業業績や生産活動を中心に、景気は緩やかな回復傾向を示してきました。その一方で、厳しい雇

用・所得環境や、設備投資の抑制傾向が続く等、景気は依然として先行き不透明感を払拭できない状況

が続いております。加えて、本年３月に発生しました東日本大震災の被害は甚大であり、今後の景気動

向に大きな影響を与えることが予想されます。 

  このような厳しい経済環境の中で、当社の呼吸用保護具の受注状況は、主要顧客である民間製造業か

らの受注が、第２四半期以降やや伸び悩んだものの、期初からの積極的な販売拡大活動の成果もあり、

売上高は、８６億９５百万円（前事業年度比０.６％増）を確保することができました。 

  一方、利益面につきましては、期初から生産効率の改善や製造経費削減に取り組みましたものの、新

製品開発に伴う減価償却負担増等もあり、売上原価率は前事業年度比で０．８％悪化の７１.２％とな

り、売上総利益は２５億８百万円(前事業年度比１.９％減)となりました。 

 販売費及び一般管理費につきましては、製造部門と同様に、諸経費削減を引き続き実施したものの、

期初からの営業活動強化に伴う支出増が避けられず、２２億５７百万円（前事業年度比３.６％増）と

なりました。 

  以上のことから、営業利益は２億５０百万円(前事業年度比３３.４％減)、経常利益は１億８４百万

円(前事業年度比４１.６％減)となりました。また、現本社社屋の土地及び建物の譲渡に伴う特別利益

４億５百万円を計上しましたことから、当期純利益は３億３９百万円（前事業年度比７８.７％増）と

なりました。 

  なお、埼玉事業所の新工場建設に伴う資金調達のため、総額９億円のシンジケートローン契約を取引

銀行３行と締結しております。また、旧東京事業所の土地及び建物を譲渡することを決議し、譲渡先と

譲渡契約を締結いたしました。 

人的被害はありませんでした。船引事業所につきましては、建物、設備の一部に破損及び倉庫におけ

る荷崩れが発生しましたが、数日のうちに通常生産を実施できる状態に復旧しました。埼玉事業所は破

損の被害が軽微で、通常生産に支障はありませんでした。東北営業所につきましては、従業員の安全確

保のため、被災後、営業を停止しておりましたが、３月中に通常営業を再開しました。 

原発事故の直後は、政府の屋内退避指示等により、生産に必要な従業員数の確保が困難になったこと

から、一時期、船引事業所の操業度は低下しましたが、その後は平常どおりに回復し、通常生産を維持

してきております。 

 今後のわが国経済につきましては、東日本大震災及び原子力災害が日本経済に与える影響は大きく、

短期的には国内の経済活動への悪影響は避けられず、その復興・復旧には長期間を要するものと考えら

れることから、景気の先行きは、これまで以上に不透明な状況で推移していくものと見込まれ、当社も

その影響は避けられないと思われます。 

  その一方で、今後の復興・復旧の過程における危機管理の様々な局面で、呼吸用保護具に対する需要

は継続して増加していくものと見込まれることから、当社の社会的責任、使命である、製品・商品のタ

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

    ①当事業年度の経営成績

    (東日本大震災による被害状況)

    (原子力災害の影響)

    ②次期の見通し
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イムリーかつ安定的な供給を果たすことに全力を尽くしてまいります。 

  また、生産体制の一層の強化・効率化を図る一環として、埼玉事業所の新工場建設に着手するととも

に、震災後、通常生産の維持を最優先してきた船引事業所について、震災による被害の本格復旧工事を

実施する予定であります。さらに、旧東京事業所の土地及び建物の譲渡に伴い、特別利益を第２四半期

に計上する予定であります。 

  以上のことから、通期業績予想は、売上高９３億円（前事業年度比６.９％増）、営業利益３億１０

百万円（前事業年度比２３.７％増）、経常利益２億４０百万円（前事業年度比２９.９％増）、当期純

利益６億円（前事業年度比７６.６％増）を見込んでおります。 

  

（資産） 

流動資産は、６５億２１百万円となり、前事業年度末に比べて６億４０百万円増加しました。これは

主に、受取手形が３億４９百万円、売掛金２億９３百万円増加したこと等によるものです。 

 固定資産は、３４億２３百万円となり、前事業年度末に比べて３２百万円増加しました。これは主

に、有形固定資産が４３百万円増加、無形固定資産が１５百万円減少したこと等によるものです。 

 この結果、当事業年度の総資産は、９９億４５百万円となり、前事業年度末に比べて６億７２百万円

増加しました。 

（負債） 

流動負債は、４８億９３百万円となり、前事業年度末に比べて９億６２百万円増加しました。これは

主に、買掛金が８８百万円、短期借入金が６億８７百万円、未払法人税等が１億２６百万円増加したこ

と等によるものです。 

 固定負債は、２４億７百万円となり、前事業年度末に比べて、５億８７百万円減少しました。これは

主に、社債が１億９３百万円、長期借入金が３億５９百万円減少したこと等によるものです。 

この結果、当事業年度の負債合計は、７３億１百万円となり、前事業年度末に比べて３億７５百万円増

加しました。 

（純資産） 

当事業年度の純資産合計は、２６億４４百万円となり、前事業年度に比べて２億９７百万円増加しま

した。これは主に、繰越利益剰余金が２億８６百万円増加したこと等によるものです。 

 この結果、自己資本比率は、前事業年度末の２５.３％から２６.６％となりました。 

  

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）については、税引前当期純

利益５億４４百万円、減価償却費の増加、売上債権の増加、仕入債務の増加、有形固定資産の取得及び

売却、短期借入金の増加等の要因により、資金残高は、前事業年度末比３１百万円減少の４億３８百万

円となりました。 

 当事業年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。 

（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、９７百万円（前事業年度は、得られた資金が６億３５百万円）と

なりました。これは主として、税引前当期純利益５億４４百万円、減価償却費４億４６百万円、売上債

（２）財政状態に関する分析

    ①資産、負債及び純資産の状況

   ②キャッシュ・フローの状況
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権の増加６億５２百万円、固定資産売却損益４億５百万円等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、得られた資金は、３４百万円（前事業年度は、使用した資金が２億１７百万円）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支出７億６５百万円、有形固定資産の売却に

よる収入８億６４百万円、定期預金の預入による支出４０百万円等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、得られた資金は、３０百万円（前事業年度は、使用した資金が４億１６百万円）と

なりました。これは主として、短期借入金の純増額６億８７百万円、長期借入金の返済 ５億６５百万

円、長期借入による収入３億円、社債の償還による支出３億３百万円、配当金の支払５３百万円等によ

るものであります。 

  

 なお、当社のキャッシュ・フロー指標の傾向は、下記のとおりです。 

 
   自己資本比率：自己資本／総資産 

   時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

   キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

   インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

   （注１）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

   （注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

   （注３）有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債 

           を対象としております。 

   （注４）平成23年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・ 

      レシオは、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため記載を省略しておりま 

           す。 

  

当社は、株主の皆様に対する利益還元を充実させることが重要との認識の下、以前より安定的な配当

を継続実施することを、利益配分に関する基本方針としております。 

 また、内部留保につきましては、より強固な経営基盤の確立と競争力強化に充当することで収益増大

に努め、企業価値の向上を目指してまいります。 

 当期の配当金につきましては、上記の基本方針及び当期の増益決算が、現本社の譲渡に伴う特別利益

によるところが大きいという一過性の事情を踏まえ、１株につき５円００銭を予定いたしております。

 また、次期の業績は当期以上の最終利益を見込んでおりますが、これは旧東京事業所の譲渡に伴う特

別利益によるところが大きいことから、次期の配当金につきましても、安定配当の方針に基づき、当期

と同額の１株につき５円００銭を予定いたしております。 

平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

自己資本比率 22.7 25.3 26.6

時価ベースの自己資本比率 25.4 29.6 32.8

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

5,316.6 575.7 －

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

0.8 8.7 －

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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今後の事業展開に対して影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。なお、

文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において、当社が判断したものであります。 

当社の経営成績は、民間企業の業績動向や官公庁の財政状態等の影響を受けることが多く、景気低迷

や官公庁の財政悪化により、当社業績が悪影響を受ける可能性があります。 

  当社はISO 9001に準拠した厳格な品質マネジメントシステムに基づく品質管理・保証体制を構築し

て、国家検定規格及び米国規格等に適合する各種製商品を製造販売しておりますが、予期せぬ要因によ

り、国家検定規格、JIS及び国際標準に不適合との指摘や製商品の欠陥等の不具合が発生する可能性が

あります。 

 この場合、製商品の回収や修理等の対応により、当社業績が影響を受ける可能性があります。 

当社製品の欠陥により製造物責任訴訟を提訴された場合を想定して、製造物責任保険に加入しており

ますが、この保険は無制限に当社の賠償負担を担保するものではありません。 

 また、製造物責任以外の訴訟につきましても、訴訟が生じる可能性は無いとはいえません。 

当社の製造・販売拠点が、地震、火災、テロ攻撃等の災害により、物的・人的被害を受けた場合、当

社の生産や販売活動が影響を受ける可能性があります。 

  

 該当事項はありません。 

  

当社は、１９１７年に創業以来、一貫して防じんマスク、防毒マスク、自給式呼吸器などの呼吸用保

護具を中心に、働く人々を職業に起因する疾病や危険から守るため労働安全衛生保護具の普及に努力を

重ねてまいりました。 

 当社が社会に提供している各種の呼吸用保護具は、上記の他、地球環境を保護するための省資源、省

エネルギー、資源の再生使用にも貢献できる優れたシステムです。 

 日本国内はもとより国境を越えて、働く人々の健康と幸福を支え、かつ、地球の環境保全にも貢献す

ることに、誇りと責任を持って仕事に取り組んでおります。 

  

当社は、収益性と資本効率を高めるＲＯＥ（自己資本利益率）の向上を重視しており、中期的な経営

指標として経常的にＲＯＥ１０％以上の達成を目指しております。 

  

 当社は、創業以来、呼吸用保護具を中心とした本邦最初の労働安全衛生保護具の専門会社として事業

の拡大をはかってまいりました。 

（４）事業等のリスク

   ①当社の事業環境について

   ②品質管理について

   ③訴訟対応について

   ④災害等について

２．企業集団の状況

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略
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 今後も、更なる企業価値の向上を目指して、当社の信条である『働く人の安全衛生の向上に寄与し、

社会へ貢献する』を基本方針に、次の経営戦略に取り組んでまいります。 

 今後のわが国経済につきましては、本年３月に発生した東日本大震災及び原子力災害が経済活動に及

ぼす影響は大きく、その復興・復旧には長期間を要するものと考えられることから、景気の先行きは、

これまで以上に不透明な状況で推移していくものと思われます。また、経済のグローバル化を背景に、

わが国経済の安定に影響を与えるリスク要因も内外で増加してきております。 

  その一方で、地震、感染症、テロ等のような突発的な天災・人災の発生に対する対応の巧拙が、経

済・社会に与える影響はますます大きくなっており、危機管理の重要性が強く認識されてきておりま

す。 

 このような経済・社会環境の中で、呼吸用保護具業界としては、景気動向の影響はあるものの、社会

全体での様々な危機管理対応による呼吸用保護具全般に対する需要が、息長く増加していくものと思わ

れます。 

 当社としましては、緊急時における安定供給及び市場の変化に的確に対応した新製品の開発と供給

が、労働安全衛生保護具の専門会社としての大きな社会的責任、使命であると考え、この役割を確実に

果たすために、今後も経営の効率化と収益力の強化を図ってまいります。 

  

①多様なユーザーニーズに対応する製品をタイムリーに市場に供給するための研究開発を引き続き充

実してまいります。

②生産性及び品質の維持向上を図るとともに、一層の原価削減を進めることで、市場競争力の強化を

図ってまいります。

③常に創造と改善に努め、経営全般の合理化、効率化を推進してまいります。

（４）会社の対処すべき課題
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,220,860 1,228,991

受取手形 ※２  703,387 ※２  1,053,145

売掛金 1,776,450 2,070,019

商品及び製品 1,270,874 1,194,800

仕掛品 135,295 125,956

原材料及び貯蔵品 618,963 684,226

前払費用 5,731 8,998

繰延税金資産 134,086 139,667

未収入金 835 2,282

その他 17,940 15,902

貸倒引当金 △2,534 △2,004

流動資産合計 5,881,892 6,521,986

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※１  2,254,679 ※１  2,284,392

減価償却累計額 △1,028,362 △1,061,728

建物（純額） 1,226,317 1,222,664

構築物 65,355 65,355

減価償却累計額 △50,816 △52,394

構築物（純額） 14,538 12,960

機械及び装置 2,411,507 2,512,728

減価償却累計額 △1,858,777 △2,005,864

機械及び装置（純額） 552,729 506,864

工具、器具及び備品 2,377,426 2,412,016

減価償却累計額 △2,115,487 △2,269,418

工具、器具及び備品（純額） 261,938 142,597

リース資産 73,401 102,279

減価償却累計額 △9,457 △24,117

リース資産（純額） 63,943 78,162

土地 ※１  611,182 ※１  810,716

有形固定資産合計 2,730,649 2,773,966

無形固定資産   

ソフトウエア 66,476 50,497

電話加入権 6,757 6,757

無形固定資産合計 73,234 57,254

投資その他の資産   

投資有価証券 ※１  436,742 ※１  456,691

出資金 2,810 2,810
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

従業員に対する長期貸付金 16,620 9,470

長期前払費用 1,695 2,177

敷金 33,731 42,012

差入保証金 1,430 1,430

繰延税金資産 94,375 78,156

その他 13,566 13,566

貸倒引当金 △13,578 △13,571

投資その他の資産合計 587,393 592,743

固定資産合計 3,391,277 3,423,964

資産合計 9,273,170 9,945,950

負債の部   

流動負債   

支払手形 61,245 60,649

買掛金 2,018,797 2,107,155

短期借入金 ※１  500,000 ※１  1,187,500

1年内返済予定の長期借入金 ※１  555,996 ※１  649,196

1年内償還予定の社債 303,800 193,800

未払金 63,019 147,186

リース債務 12,520 16,779

未払法人税等 77,813 204,374

未払消費税等 37,943 9,782

未払費用 147,686 110,782

前受金 5,672 2,641

預り金 12,380 12,629

賞与引当金 131,776 135,065

その他 2,294 56,029

流動負債合計 3,930,944 4,893,571

固定負債   

社債 772,100 578,300

長期借入金 ※１  1,545,179 ※１  1,185,983

長期未払金 96,845 65,712

リース債務 51,423 60,764

退職給付引当金 397,409 386,952

長期預り保証金 131,815 129,907

固定負債合計 2,994,771 2,407,619

負債合計 6,925,716 7,301,191
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23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   

資本準備金 272,577 272,577

資本剰余金合計 272,577 272,577

利益剰余金   

利益準備金 142,500 142,500

その他利益剰余金   

圧縮積立金 2,288 1,771

別途積立金 892,000 892,000

繰越利益剰余金 347,033 633,398

利益剰余金合計 1,383,821 1,669,669

自己株式 △9,856 △10,783

株主資本合計 2,216,542 2,501,463

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 130,910 143,296

評価・換算差額等合計 130,910 143,296

純資産合計 2,347,453 2,644,759

負債純資産合計 9,273,170 9,945,950
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（２）損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高   

売上高合計 8,642,978 8,695,663

売上原価   

売上原価合計 ※１, ※2  6,086,512 ※１, ※2  6,187,419

売上総利益 2,556,466 2,508,244

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 ※3  2,179,972 ※3  2,257,554

営業利益 376,493 250,689

営業外収益   

受取利息及び配当金 13,841 12,406

受取賃貸料 9,901 9,938

受取謝礼金 6,002 5,159

補助金収入 － 33,661

その他 10,530 8,764

営業外収益合計 40,276 69,929

営業外費用   

支払利息 54,368 56,794

社債利息 23,973 18,289

手形売却損 13,919 9,009

アレンジメントフィー － 41,000

その他 7,892 10,731

営業外費用合計 100,155 135,825

経常利益 316,614 184,794

特別利益   

固定資産売却益 ※5  － ※5  405,894

経営者年金解約保険金 13,762 －

その他 98 536

特別利益合計 13,861 406,430

特別損失   

固定資産除却損 ※4  10,933 ※4  1,484

本社移転費用 ※6  － ※6  40,560

災害による損失 － 4,200

有価証券評価損 － 937

特別損失合計 10,933 47,181

税引前当期純利益 319,543 544,042

法人税、住民税及び事業税 76,063 202,203

法人税等調整額 53,387 2,136

法人税等合計 129,450 204,339

当期純利益 190,092 339,702
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 570,000 570,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 570,000 570,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 272,577 272,577

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 272,577 272,577

資本剰余金合計   

前期末残高 272,577 272,577

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 272,577 272,577

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 142,500 142,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 142,500 142,500

圧縮積立金   

前期末残高 2,956 2,288

当期変動額   

圧縮積立金の取崩 △668 △517

当期変動額合計 △668 △517

当期末残高 2,288 1,771

別途積立金   

前期末残高 892,000 892,000

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 892,000 892,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 192,175 347,033

当期変動額   

剰余金の配当 △35,903 △53,854

別途積立金の積立 －  
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

圧縮積立金の取崩 668 517

当期純利益 190,092 339,702

当期変動額合計 154,857 286,365

当期末残高 347,033 633,398

利益剰余金合計   

前期末残高 1,229,632 1,383,821

当期変動額   

剰余金の配当 △35,903 △53,854

別途積立金の積立 － －

圧縮積立金の取崩 － －

当期純利益 190,092 339,702

当期変動額合計 154,189 285,848

当期末残高 1,383,821 1,669,669

自己株式   

前期末残高 △9,856 △9,856

当期変動額   

自己株式の取得 － △927

当期変動額合計 － △927

当期末残高 △9,856 △10,783

株主資本合計   

前期末残高 2,062,353 2,216,542

当期変動額   

剰余金の配当 △35,903 △53,854

自己株式の取得 － △927

当期純利益 190,092 339,702

当期変動額合計 154,189 284,920

当期末残高 2,216,542 2,501,463

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 94,624 130,910

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 36,286 12,385

当期変動額合計 36,286 12,385

当期末残高 130,910 143,296

評価・換算差額等合計   

前期末残高 94,624 130,910

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 36,286 12,385

当期変動額合計 36,286 12,385

当期末残高 130,910 143,296
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 2,156,978 2,347,453

当期変動額   

剰余金の配当 △35,903 △53,854

自己株式の取得 － △927

当期純利益 190,092 339,702

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 36,286 12,385

当期変動額合計 190,475 297,305

当期末残高 2,347,453 2,644,759
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 319,543 544,042

減価償却費 411,838 446,086

投資有価証券評価損益（△は益） － 937

固定資産除却損 10,933 1,484

貸倒引当金の増減額（△は減少） △45 △536

賞与引当金の増減額（△は減少） 55,911 3,289

退職給付引当金の増減額（△は減少） △987 △10,456

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 △13,841 △12,406

支払利息 78,342 75,083

手形売却損 13,919 9,009

固定資産売却損益（△は益） － △405,894

売上債権の増減額（△は増加） 51,720 △652,336

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） △105,118 20,150

仕入債務の増減額（△は減少） △279,540 87,762

未払費用の増減額（△は減少） 52,483 △35,192

未払消費税等の増減額（△は減少） 22,622 △28,161

その他 63,017 3,430

小計 701,454 46,294

利息及び配当金の受取額 14,398 12,963

利息の支払額 △74,569 △79,446

法人税等の支払額 △6,054 △77,001

営業活動によるキャッシュ・フロー 635,229 △97,190

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 △80,000 △40,000

有形固定資産の取得による支出 △169,467 △765,666

有形固定資産の売却による収入 623 864,500

無形固定資産の取得による支出 △4,928 △13,287

投資有価証券の取得による支出 △75,000 －

貸付けによる支出 △9,170 △3,910

貸付金の回収による収入 13,881 4,105

経営者年金の解約による収入 110,492 －

投資その他の資産の増減額（△は増加） △3,798 △10,955

投資活動によるキャッシュ・フロー △217,366 34,785
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

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） △575,000 687,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △28,792 △32,386

長期借入れによる収入 992,500 300,000

長期借入金の返済による支出 △435,996 △565,996

社債の償還による支出 △333,800 △303,800

配当金の支払額 △35,903 △53,854

自己株式の取得による支出 － △927

財務活動によるキャッシュ・フロー △416,991 30,535

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） 870 △31,868

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期末残高 ※  470,760 ※  438,891
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該当事項はありません。 

 

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）重要な会計方針

項目
前事業年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

 時価のあるもの

  決算期末日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は、全部純資産直

入法により処理し、売却原価は、移

動平均法により算定)

 その他有価証券

  時価のあるもの

   同左

 時価のないもの

  移動平均法による原価法

  時価のないもの

   同左

２ デリバティブの評価基準

及び評価方法

 時価法    同左

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

 

製品 売価還元法による

原価法（収益性の

低下による簿価切

下げの方法）

商品、原材料 

仕掛品及び貯蔵

品

終仕入原価法に

よる原価法（収益

性の低下による簿

価切下げの方法）
 

製品 売価還元法による

原価法（収益性の

低下による簿価切

下げの方法）

商品、原材料 

仕掛品及び貯蔵

品

終仕入原価法に

よる原価法（収益

性の低下による簿

価切下げの方法）

４ 固定資産の減価償却の方

法

(1)有形固定資産（リース資産を除

く）

  有形固定資産の減価償却は、定率

法(ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(附属設備を除

く)については定額法)によってお

ります。

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

  建物    10～45年

  機械装置    ９年

 また、平成19年３月31日以前に取得
したものについては、償却可能限度額
まで償却が終了した翌年から５年で均
等償却する方法によっております。

(1)有形固定資産（リース資産を除

く）

  有形固定資産の減価償却は、定率

法(ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(附属設備を除

く)については定額法)によってお

ります。

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

  建物    10～45年

  機械装置    ９年

また、平成19年３月31日以前に取得
したものについては、償却可能限度額
まで償却が終了した翌年から５年で均
等償却する方法によっております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除

く）及び長期前払費用

定額法によっております。

   なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間(５年)に基づく定額法によ

っております。

(3)リース資産
  所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残
存価額をゼロとする定額法によっ
ております。

   なお、所有権移転外ファイナン
ス・リース取引のうち、取引開始
日が平成20年３月31日以前のリー
ス取引については、通常の賃貸借
取引に係る方法に準じた会計処理
によっております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除

く）及び長期前払費用

同左

 

  

 

 

(3)リース資産
 同左
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項目
前事業年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、回収不能見込み額を計上し

ております。

  一般債権

   貸倒実績率によっております。

  貸倒懸念債権及び破産更生債権

財務内容評価法によっておりま
す。

(1) 貸倒引当金

   同左

(2) 賞与引当金

  従業員に対する賞与の支給に充て

るため賞与支給見込額により計上

しております。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務及び

年金資産の見込み額に基づき、当

期末において発生していると認め

られる額を計上しております。

  数理計算上の差異については、各

期の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

(13年)による按分額をそれぞれ発

生の翌期より費用処理しておりま

す。

(3) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務及び

年金資産の見込み額に基づき、当

期末において発生していると認め

られる額を計上しております。

  数理計算上の差異については、各

期の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

(13年)による按分額をそれぞれ発

生の翌期より費用処理しておりま

す。

（会計方針の変更）

 当事業年度より、「「退職給付に係

る会計基準」の一部改正（その

３）」（企業会計基準第19号平成20

年７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

利益及び税引前当期純利益に与える

影響はありません。

(4) 役員退職慰労引当金

─────

─────

  (追加情報)

当社は、従来、役員退職慰労金

の支出に備えるため、役員退職慰

労金規定に基づく期末要支給額を

計上しておりましたが、平成21年

６月26日開催の定時株主総会にお

いて役員退職慰労金制度の廃止を

決議いたしました。これに伴い役

員退職慰労金相当額を流動負債

「未払金」に640千円、固定負債

「長期未払金」に76,940千円計上

しております。
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項目
前事業年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

  金利スワップについては、特例処

理の用件を満たしておりますので

特例処理を採用しております。

(1) ヘッジ会計の方法

   同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

 金利スワップ 借入金利息

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

   同左

(3) ヘッジ方針

  借入金の金利変動リスクを回避す

る目的で金利スワップ取引を行っ

ておりヘッジ対象の識別は、個別

契約毎に行っております。

(3) ヘッジ方針

   同左

(4) ヘッジの有効性評価の方法

  リスク管理方針に従って、以下の

条件を満たす金利スワップを締結

しております。

 (イ)金利スワップの想定元本と借入

金の元本金額が一致しておりま

す。

 (ロ)金利スワップと借入金の契約期

間及び満期が一致しておりま

す。

 (ハ)借入金と金利スワップの金利改

定条件が一致しております。

 (ニ)金利スワップの受払い条件がス

ワップ期間を通して一定であり

ます。従って、金利スワップの

特例処理の要件を満たしており

ますので決算日における有効性

の評価を省略しております。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

   同左

７ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資

金(現金及び現金同等物)は、手許現

金、要求払預金及び取得日から３か月

以内に満期日の到来する流動性の高

い、容易に換金可能であり、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない

短期的な投資からなっております。

同左

８ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理 

税抜方式によっております。

消費税及び地方消費税の会計処理

同左
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（７）重要な会計方針の変更

会計方針の変更

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

─────────── （資産除去債務に関する会計基準の適用） 
 当事業年度より「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。
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     追加情報 

 
  

表示方法の変更

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

（損益計算書）

１．前事業年度において、営業外収益の「雑収入」に含

めていた「受取謝礼金」（当事業年度6,002千円）は重要

性が増加したため、当事業年度より区分掲載することと

しました。

 なお、前事業年度の営業外収益の「雑収入」に含まれ

る「受取謝礼金」は4,741千円であります。

２．前事業年度において、独立掲記しておりました「技

術指導料」（当事業年度661千円）は金額が僅少となった

ため、当事業年度において営業外収益の「雑収入」に含

めて表示しております。

───────────

(損益計算書)

１．前事業年度において、特別利益の「その他」に含ま

れていた「固定資産売却益」（前事業年度53千円）は重

要性が増加したため、当事業年度より区分掲載すること

としました。

(キャッシュ・フロー計算書)

１．前事業年度において、営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含まれていた「固定資産売却損益

（△は益）」（前事業年度△53千円）は重要性が増加し

たため、当事業年度より区分掲載することとしました。

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

─────────── (固定資産の譲渡)

（１）譲渡の理由

 現在の生産体制の整備・増強に伴う、保有資産の有

効活用を図るため、当該固定資産を売却することとし

ました。

(２)譲渡する相手会社の名称

  株式会社長谷工コーポレーション

  譲渡先と当社との資本的・人的関係はありません。

(３)譲渡の内容

  東京都北区滝野川３－５８－８ 

  土地（面積：2,201.02㎡）及び建物 

  帳簿価額 24百万円 

  譲渡価額 1,090百万円 

  現況   事務所兼倉庫（旧東京事業所）

(４)譲渡の日程

  取締役会決議 平成23年3月29日 

  契約締結   平成23年3月29日 

  物件引渡日  平成23年9月30日（予定）

(５)今後の業績見通しに与える影響

 当該固定資産譲渡により、平成24年3月期に約916百

万円の固定資産売却益が発生する見込みであります。
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リース会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、資産除去債務、賃貸等不動産関係、関連当事者との取

引に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しま

す。 

  

 
  

（８）財務諸表に関する注記事項

(開示の省略)

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成22年３月31日)

当事業年度 
(平成23年３月31日)

※１ 有形固定資産のうち、東京営業所・埼玉事業所

の土地10,448千円と西日本サービスセンターの

土地92,998千円、建物177,168千円、並びに本社

の土地382,136千円を長期借入金の担保に供して

おります。

   また投資有価証券のうち259,510千円を長期借入

金の担保に供しております。

※１ 有形固定資産のうち、東京営業所・埼玉事業所の

土地10,448千円と西日本サービスセンターの土地

92,998千円、建物165,958千円、並びに新本社の

土地581,670千円、建物77,743千円を長期借入金

の担保に供しております。

   また投資有価証券のうち291,756千円を長期借入

金の担保に供しております。

同上に対する債務は次のとおりであります。

短期借入金 200,000千円

一年以内返済予定の
長期借入金

369,996千円

長期借入金 1,014,179千円

計 1,584,175千円

同上に対する債務は次のとおりであります。

短期借入金 687,500千円

一年以内返済予定の
長期借入金

389,996千円

長期借入金 624,183千円

計 1,701,679千円

※２ 手形割引高

 受取手形割引高 1,084,935千円

※２ 手形割引高

受取手形割引高 646,121千円
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 

※１ 製品他勘定振替高及び商品他勘定振替高の内容

は、次のとおりであります。

販売費及び一般管理費（広
告宣伝費）

17,257千円
 

※１ 製品他勘定振替高及び商品他勘定振替高の内容

は、次のとおりであります。

販売費及び一般管理費（広
告宣伝費）

49,256千円

特別損失（災害による損
失）

1,180千円
 

 

※２ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後

の金額であり、次のたな卸評価損が売上原価に含

まれております。

2,924千円
 

※２ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後

の金額であり、次のたな卸評価損が売上原価に含

まれております。

2,335千円

※３ 研究開発費の総額

   当期の研究開発費はすべて販売費及び一般管理

費に含まれておりその総額は297,374千円であり

ます。

※３ 研究開発費の総額

   当期の研究開発費はすべて販売費及び一般管理

費に含まれておりその総額は282,477千円でありま

す。

 

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま

す。

機械及び装置 3,948千円

工具、器具及び備品 6,984千円

合計 10,933千円

───────────

 
  
 
  
 

───────────

 

 

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま

す。

機械及び装置 846千円

工具、器具及び備品 637千円

合計 1,484千円

※５ 固定資産売却益の内訳は次のとおりでありま

す。

建物 1,030千円

土地 404,863千円

合計 405,894千円

※６ 本社移転費用の内訳は次のとおりであります。

仲介手数料 40,560千円
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前事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 
  

 
  

 
  

当事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 
（注）自己株式の株式数の増加は単元未満株式の買取による増加であります。 
  

 
  

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末
株式数（株）

当事業年度増加
株式数 （株）

当事業年度減少
株式数 （株）

当事業年度末
株式数（株）

発行済株式数

 普通株式 7,200,000 ― ― 7,200,000

合計 7,200,000 ― ― 7,200,000

自己株式数

 普通株式 19,358 ─ ─ 19,358

合計 19,358 ─ ─ 19,358

２ 配当に関する事項

 (1) 配当金支払額

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

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 35,903 5.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 53,854 7.50 平成22年３月31日 平成22年６月30日

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末
株式数（株）

当事業年度増加
株式数 （株）

当事業年度減少
株式数 （株）

当事業年度末
株式数（株）

発行済株式数

 普通株式 7,200,000 ― ― 7,200,000

合計 7,200,000 ― ― 7,200,000

自己株式数

 普通株式 19,358 2,391 ― 21,749

合計 19,358 2,391 ― 21,749

２ 配当に関する事項

 (1) 配当金支払額

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

平成22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 53,854 7.50 平成22年３月31日 平成22年６月30日

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成23年６月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 35,891 5.00 平成23年３月31日 平成23年６月30日
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び預金 1,220,860千円

預金期間が３か月を超える定期預金 △750,100千円

現金及び現金同等物 470,760千円

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び預金 1,228,991千円

預金期間が３か月を超える定期預金 △790,100千円

現金及び現金同等物 438,891千円
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前事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

(退職給付関係)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

  在籍期間が３年以上の従業員については確定給付

企業年金制度を採用しております

１ 採用している退職給付制度の概要

  在籍期間が３年以上の従業員については確定給付企

業年金制度を採用しております

２ 退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務 1,037,495千円

  (内訳)

② 未認識数理計算上の差異 85,488千円

③ 年金資産 554,598千円

④ 退職給付引当金 397,409千円

２ 退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務 1,060,338千円

 (内訳)

② 未認識数理計算上の差異 57,722千円

③ 年金資産 615,663千円

④ 退職給付引当金 386,952千円

３ 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用 62,113千円

② 利息費用 22,197千円

③ 期待運用収益 △7,453千円

④ 数理計算上の 
  差異の費用処理額

27,550千円

⑤ 退職給付費用 104,407千円

３ 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用 60,271千円

② 利息費用 20,749千円

③ 期待運用収益 △8,318千円

④ 数理計算上の
  差異の費用処理額

19,739千円

⑤ 退職給付費用 92,441千円

４ 退職給付債務等の計算基礎に関する事項

① 退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準

② 割引率 2 ％

③ 期待運用収益率 1.5 ％

④ 数理計算上の差異の処理年数 13 年

  (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数による定額法)

４ 退職給付債務等の計算基礎に関する事項

① 退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準

② 割引率 2 ％

③ 期待運用収益率 1.5 ％

④ 数理計算上の差異の処理年数 13 年

  (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数による定額法)

(ストック・オプション等関係)
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前事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成22年３月31日)

当事業年度 
(平成23年３月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

 賞与引当金 53,632千円

 未払事業税 9,495千円

 未払費用 31,061千円

 退職給付引当金 161,745千円

 役員退職慰労引当金 31,575千円

 一括償却資産 9,735千円

 棚卸資産評価減 1,772千円

 貸倒引当金 2,760千円

 仕入値引 34,188千円

 その他 912千円

 小計 336,882千円

 評価性引当額 △17,000千円

 繰延税金資産合計 319,881千円

(繰延税金負債)

 圧縮積立金 △1,570千円

 その他有価証券評価差額金 △89,849千円

 繰延税金負債合計 △91,420千円

 繰延税金資産の純額 228,461千円

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

賞与引当金 54,971千円

未払事業税 18,289千円

未払費用 8,700千円

未払金 11,558千円

退職給付引当金 157,489千円

未払役員退職慰労金 31,314千円

一括償却資産 11,148千円

棚卸資産評価減 950千円

貸倒引当金 3,578千円

仕入値引 35,105千円

その他 916千円

小計 334,024千円

評価性引当額 △16,634千円

繰延税金資産合計 317,390千円

(繰延税金負債)

圧縮積立金 △1,215千円

その他有価証券評価差額金 △98,350千円

繰延税金負債合計 △99,565千円

繰延税金資産の純額 217,824千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下で

あるため注記を省略しております。

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.1％

受取配当金等永久に益金に算入されない項
目

△0.3％

住民税均等割等 1.1％

法人税額の特別控除額 △4.5％

評価性引当額 △0.2％

その他 △0.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.6％

(企業結合等関係)
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 当社の事業は、労働安全衛生保護具の製造販売の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す 

 当事業年度より「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。 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

（追加情報）
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前事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 該当事項はありません。 

当事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

  

 
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２ 算定上の基礎 

１株当たり当期純利益金額 

 
  

   該当事項はありません。 

  

(持分法投資損益等)

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 326 円 91 銭 368 円 44 銭

１株当たり当期純利益 26 円 47 銭 47 円 32 銭

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当期純利益（千円） 190,092 339,702

普通株式に係る当期純利益（千円） 190,092 339,702

普通株主に帰属しない金額（千円） ─ ─

普通株式の期中平均株式数（千株） 7,180 7,179

(重要な後発事象)
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６．その他 

（１）役員の異動（平成２３年６月２９日付） 

  １）代表者の異動 

 

 取締役副会長（非常勤）   浅井 徹治  （現 代表取締役副社長） 

 

 代表取締役副社長      森田 隆   （現 専務取締役管理本部長 兼 

 管理本部長 兼 経理部長             経理部長） 

 

新任代表取締役の主要略歴等の詳細につきましては、本日、別途公表の「代表取締

役の異動及び役員の異動に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 

２）その他の役員の異動 

①新任取締役候補 

   

取締役業務部長       大久保 幸夫 （現 業務部長） 

   

②昇任取締役候補 

 

    専務取締役生産本部長 兼   中井 悟   （現 常務取締役生産本部長 兼 

シックスシグマ推進本部長                     シックスシグマ推進本部長） 

 

   ③退任予定取締役 

 

    取締役（非常勤）     フレデリック Ｊ．パレンスキー 
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(2) 販売の実績 （千円未満切捨)

金 額 構成比　％ 金 額 構成比　％ 金 額

防 毒 マ ス ク 2,442,124 28.3 2,489,879 28.6 47,755

防 じ ん マ ス ク 1,334,348 15.4 1,449,372 16.7 115,024

送 気 マ ス ク 313,858 3.6 365,393 4.2 51,535

そ の 他 の
呼 吸 用 保 護 具

870,669 10.1 915,723 10.5 45,054

そ の 他 707,605 8.1 443,829 5.1 △ 263,776

小 計 5,668,604 65.6 5,664,198 65.1 △ 4,406

（ う ち 輸 出 額 ） (513,129) (5.9) (692,497) (8.0) (179,368)

自 給 式 呼 吸 器 2,129,981 24.7 2,165,608 25.0 35,627

送 気 マ ス ク 25,853 0.3 25,778 0.3 △ 75

酸素計・ガス検知器 160,641 1.9 193,143 2.2 32,502

そ の 他 657,899 7.6 646,934 7.4 △ 10,965

小 計 2,974,374 34.4 3,031,464 34.9 57,090

（ う ち 輸 出 額 ） (25,865) (0.3) (36,893) (0.4) (11,028)

8,642,978 100.0 8,695,663 100.0 52,685

(538,994) (6.2) (729,390) (8.4) (190,396)

　主要製品の受注状況

　当社は、概ね見込生産を行っておりますので、記載を省略しております。

増 減

　至　平成23年 3月31日）

（自　平成22年 4月 1日　

第６５期

（うち輸出額）

第６４期

製

品

商

品

　至　平成22年 3月31日）

（自　平成21年 4月 1日　
区 分

合 計
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