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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 4,400 13.7 613 49.3 645 49.1 337 36.0
23年3月期第3四半期 3,869 5.3 411 44.4 433 40.4 248 57.9

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 339百万円 （46.8％） 23年3月期第3四半期 230百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 57.88 ―
23年3月期第3四半期 42.57 ―

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

24年3月期第3四半期 10,098 8,628 85.4 1,477.85
23年3月期 10,127 8,558 84.5 1,465.78
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  8,628百万円 23年3月期  8,558百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 31.00 31.00
24年3月期 ― 15.00 ―
24年3月期（予想） 16.00 31.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 5,540 5.5 701 13.5 721 11.3 380 7.7 65.08



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、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、添付資
料２ページ「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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 5,840,000 株 23年3月期 5,840,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 1,138 株 23年3月期 1,060 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 5,838,896 株 23年3月期3Q 5,838,940 株
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災やタイの大洪水等により、サプライチ

ェーンが寸断された影響で製造業の生産活動が滞ったほか、欧州の財政不安等による世界的な景気停滞、

長期的な円高等により、先行き不透明感のまま推移しました。 

このような状況の中、当社グループは、引き続き新商品の投入、代理店との関係強化に努めること等で

新規顧客の獲得、既存顧客の深耕を図るほか、ＯＥＭ供給によるコンシューマー向けの販路開拓にも取り

組んでまいりました。  

具体的には、夏場の節電・熱中症対策としての移動式冷却機「エコミスター」や、環境に配慮し、極力

ケミカルの使用を抑えた洗浄方法を講習会を通じて積極的にビルメンテナンス業者に対して提案した結

果、強アルカリイオン水生成機「ＺＫシリーズ」等の販売が好調に推移しました。また、ホームセンター

ルートでの小型スチーム機等の販売も好調に推移しました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高4,400百万円（前年同期比13.7％増）、営業利

益613百万円（前年同期比49.3％増）当四半期純利益337百万円（前年同期比36.0％増）となりました。 

なお、当社グループ(当社又は当社の子会社）は、環境クリーニング機器等以外の事業に関しては重要

性が乏しいと考えられるため、セグメントの記載は省略しております。 

  

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて29百万円減少し、

10,098百万円となりました。減少の主な要因は、現金及び預金が110百万円、長期性預金が100百万円増

加したものの、有価証券が248百万円減少したこと等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て99百万円減少し、1,469百万円となりました。減少の主な要

因は、未払法人税等が193百万円減少したこと等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て70百万円増加し、8,628百万円となりました。この結果、

自己資本比率は85.4％となりました。 

  

業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予

想数値と異なる可能性があります。なお、業績予想につきましては、平成23年４月28日公表の業績予想

から変更はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績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

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,969,591 2,079,856

受取手形及び売掛金 1,314,748 1,411,080

有価証券 1,158,849 909,872

商品 646,208 693,339

繰延税金資産 114,369 65,213

その他 33,709 16,348

貸倒引当金 △1,230 △1,020

流動資産合計 5,236,246 5,174,690

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,225,571 1,195,714

土地 3,270,925 3,270,925

その他（純額） 62,751 57,045

有形固定資産合計 4,559,247 4,523,685

無形固定資産   

その他 19,759 17,313

無形固定資産合計 19,759 17,313

投資その他の資産   

投資有価証券 78,200 78,200

長期性預金 － 100,000

繰延税金資産 133,502 130,578

その他 104,283 74,660

貸倒引当金 △3,308 △390

投資その他の資産合計 312,677 383,048

固定資産合計 4,891,685 4,924,047

資産合計 10,127,932 10,098,738
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 140,585 164,556

未払法人税等 256,971 63,712

賞与引当金 105,020 55,269

商品保証引当金 13,800 10,200

災害損失引当金 15,442 －

その他 258,521 382,902

流動負債合計 790,341 676,640

固定負債   

退職給付引当金 326,907 359,217

役員退職慰労引当金 161,493 160,710

再評価に係る繰延税金負債 234,216 205,147

その他 56,394 68,066

固定負債合計 779,011 793,142

負債合計 1,569,352 1,469,783

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,797,681 1,797,681

資本剰余金 2,122,148 2,122,148

利益剰余金 6,858,347 6,927,699

自己株式 △970 △1,022

株主資本合計 10,777,206 10,846,506

その他の包括利益累計額   

繰延ヘッジ損益 5,188 △22,805

土地再評価差額金 △2,223,814 △2,194,746

その他の包括利益累計額合計 △2,218,626 △2,217,552

純資産合計 8,558,579 8,628,954

負債純資産合計 10,127,932 10,098,738
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 3,869,639 4,400,045

売上原価 1,738,142 2,049,597

売上総利益 2,131,496 2,350,447

販売費及び一般管理費 1,720,322 1,736,505

営業利益 411,173 613,941

営業外収益   

受取利息 1,665 1,652

受取配当金 2,200 601

為替差益 739 12,407

有形固定資産売却益 614 579

不動産賃貸料 13,446 12,996

その他 3,274 3,575

営業外収益合計 21,939 31,813

経常利益 433,113 645,755

特別利益   

投資有価証券売却益 44,952 －

災害損失引当金戻入額 － 2,344

特別利益合計 44,952 2,344

特別損失   

有形固定資産除却損 379 －

特別損失合計 379 －

税金等調整前四半期純利益 477,686 648,100

法人税、住民税及び事業税 217,200 240,100

法人税等調整額 11,935 70,057

法人税等合計 229,135 310,157

少数株主損益調整前四半期純利益 248,551 337,942

少数株主利益 － －

四半期純利益 248,551 337,942
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 248,551 337,942

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,926 －

繰延ヘッジ損益 △11,738 △27,994

土地再評価差額金 － 29,068

その他の包括利益合計 △17,665 1,074

四半期包括利益 230,886 339,016

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 230,886 339,016

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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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