
  

１．平成24年５月期第３四半期の連結業績（平成23年６月１日～平成24年２月29日） 

  

（注）平成23年５月期第１四半期より連結財務諸表を作成しているため、平成23年５月期第３四半期の対前年同四半期増
減率は記載しておりません。 

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成24年５月期の連結業績予想（平成23年６月１日～平成24年５月31日） 
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  （百万円未満切捨て）

（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５月期第３四半期  9,089  3.7  384  △30.0  371  △31.0  176  △44.0

23年５月期第３四半期  8,768  －  548  －  538  －  315  －

（注）  包括利益 24年５月期第３四半期 173百万円 ( ％)△39.4 23年５月期第３四半期 285百万円  ( ％) －

  
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５月期第３四半期  29.91  －

23年５月期第３四半期  53.42  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

24年５月期第３四半期  12,015  6,223  51.8

23年５月期  11,912  6,156  51.7

（参考）自己資本 24年５月期第３四半期 6,223百万円 23年５月期 6,156百万円 

  
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５月期  － 9.00 － 9.00  18.00

24年５月期  － 9.00 －     

24年５月期（予想）       9.00  18.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％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 
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  12,500  8.5  430  △28.9  430  △28.2  250  △25.1  42.34

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



４．その他 

新規   －     社  （－）                        、除外     －   社  （－） 

（注）なお、特定子会社の異動には該当いたしませんが、株式会社ユーホーニイタカを第１四半期より連結子会

社としております。  

  

（注）詳細は、添付資料の「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の作成に特
有の会計処理の適用」をご覧ください。   

  

（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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

※  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。  

なお、上記予想に関する事項は添付資料の「１．当四半期決算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。 

  

（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： 有

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５月期３Ｑ 5,943,052株 23年５月期 5,943,052株

②  期末自己株式数 24年５月期３Ｑ 38,538株 23年５月期 38,538株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年５月期３Ｑ 5,904,514株 23年５月期３Ｑ 5,904,794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、東日本大震災の影響を受けて後退した後、緩やかな持ち直し

がみられ、また、タイの洪水被害からの復興も進む等、企業の生産活動は回復してまいりました。しかしながら、

欧州の財政危機による金融不安や新興国の景気減速、円の高止まり、原油高等で企業を取り巻く環境は引き続き厳

しい状況が続くものとみられております。 

このような環境下、当社グループは、三方良し（買い手良し、世間良し、売り手良し）の製品・サービスの開

発・拡充に努めるとともに販売活動の強化を図ってまいりました。その結果、東日本大震災による観光産業・外食

産業の低迷の影響があったものの、主力製品で一定の伸びがあり、また、連結対象となった株式会社ユーホーニイ

タカの売上も加わり、当第３四半期連結累計期間の売上高は、9,089百万円（前年同期比3.7％増）となりました。

一方、利益につきましては、将来への投資としての人員増及び拡販施策遂行のための先行投資等で営業利益は、

384百万円（前年同期比30.0％減）、経常利益は、371百万円（前年同期比31.0％減）となりました。また、四半期

純利益は、平成24年４月１日以降の法人税率の引き下げに対応した繰延税金資産の取り崩しの影響も加わり176百

万円（前年同期比44.0％減）となりました。 

  

当社グループの品目別売上高は、次のとおりであります。 

  

＜自社製造品部門＞＜業務用洗剤・洗浄剤・除菌剤、固形燃料等＞ 

景気低迷や東日本大震災の影響で、当社グループが主に依拠するフードビジネス業界も厳しい状況にありまし

たが、環境への配慮と高いコストパフォーマンスを特徴とする主力製品の販売に努め、自社製造品の売上高は一

定の伸張がありました。その結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は、6,920百万円（前年同期比

5.9％増）となりました。 

  

＜仕入商品等部門＞ 

自社製造品を中心に営業活動を推進したため、当第３四半期連結累計期間における仕入商品等の売上高は、

2,169百万円（前年同期比2.9％減）となりました。 

  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

資産は前連結会計年度末と比較して102百万円増加し、12,015百万円となりました。主には、「現金及び預金」

が78百万円、「受取手形及び売掛金」が223百万円、「原材料及び貯蔵品」が100百万円、それぞれ増加し、「建物

及び構築物」が102百万円、有形固定資産「その他」が224百万円、それぞれ減少しました。 

  

（負債） 

 負債は前連結会計年度末と比較して35百万円増加し、5,792百万円となりました。主には、「支払手形及び買掛

金」が139百万円、「短期借入金」が300百万円、それぞれ増加し、「長期借入金」が261百万円、固定負債「その

他」が107百万円減少しました。 

  

（純資産） 

純資産は前連結会計年度末と比較して66百万円増加し、6,223百万円となりました。主には、四半期純利益176百

万円の増加、配当金の支払が106百万円であります。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、第３四半期連結累計期間における業績の進捗状況を踏まえ、平成23年７月11日

公表の通期の業績予想から変更は行っておりません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。    

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

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。    

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。   

   

（４）追加情報 

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法

律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置

法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度

から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。この改正により、一般的な法定

実効税率は従来の40.7％から、来期以降３年間が38.0％、その後35.6％となります。 

これにより、40.7％の前提で計上していた将来回収見込みの繰延税金資産は減少することとなり、その第３四

半期連結累計期間における影響額は44,132千円であります。 

なお、当社は税金費用の計算において四半期特有の会計処理を適用しており、この改正により法人税等調整額

が増加するため、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税効果会計適用後の見積実効税率は、従来の

38.0％から50.0％になり、影響額は四半期連結貸借対照表では「未払法人税等」、四半期連結損益計算書では

「法人税等」で処理しております。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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５月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年２月29日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 986,859 1,065,274

受取手形及び売掛金 2,376,581 2,600,239

商品及び製品 561,355 589,684

仕掛品 47,884 61,181

原材料及び貯蔵品 306,702 407,588

その他 158,730 150,781

貸倒引当金 △2,848 △2,977

流動資産合計 4,435,265 4,871,772

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,763,238 2,660,387

土地 1,994,867 2,034,339

その他（純額） 1,382,066 1,157,431

有形固定資産合計 6,140,171 5,852,158

無形固定資産   

のれん 22,775 21,067

その他 199,910 166,924

無形固定資産合計 222,686 187,991

投資その他の資産   

その他 1,117,331 1,107,204

貸倒引当金 △2,893 △3,864

投資その他の資産合計 1,114,437 1,103,340

固定資産合計 7,477,296 7,143,491

資産合計 11,912,562 12,015,263

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 958,916 1,098,819

ファクタリング債務 1,324,495 1,415,824

短期借入金 350,000 650,000

未払法人税等 － 120,008

その他 1,353,621 1,096,839

流動負債合計 3,987,033 4,381,492

固定負債   

長期借入金 309,500 48,110

退職給付引当金 926,078 912,524

役員退職慰労引当金 174,065 197,465

その他 359,452 252,451

固定負債合計 1,769,095 1,410,550

負債合計 5,756,129 5,792,042
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年５月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年２月29日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 585,199 585,199

資本剰余金 595,337 595,337

利益剰余金 5,082,452 5,152,759

自己株式 △49,817 △49,817

株主資本合計 6,213,171 6,283,478

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △24,523 △21,868

為替換算調整勘定 △32,215 △38,389

その他の包括利益累計額合計 △56,739 △60,257

純資産合計 6,156,432 6,223,220

負債純資産合計 11,912,562 12,015,263
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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６月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成24年２月29日) 

売上高 8,768,949 9,089,763

売上原価 5,307,455 5,514,078

売上総利益 3,461,494 3,575,685

販売費及び一般管理費 2,912,963 3,191,590

営業利益 548,531 384,094

営業外収益   

受取利息 614 378

受取配当金 3,535 4,318

受取手数料 2,948 4,099

その他 7,115 5,588

営業外収益合計 14,214 14,385

営業外費用   

支払利息 16,120 11,258

投資事業組合運用損 4,635 2,445

為替差損 278 2,744

開業費償却 － 8,223

その他 2,784 1,851

営業外費用合計 23,819 26,524

経常利益 538,926 371,954

特別利益   

負ののれん発生益 － 19,014

特別利益合計 － 19,014

特別損失   

たな卸資産廃棄損 4,465 5,419

固定資産除売却損 253 180

特別損失合計 4,719 5,600

税金等調整前四半期純利益 534,207 385,368

法人税等 225,580 208,780

少数株主損益調整前四半期純利益 308,626 176,587

少数株主損失（△） △6,816 －

四半期純利益 315,443 176,587
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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６月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成24年２月29日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 308,626 176,587

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,836 2,655

為替換算調整勘定 △24,824 △6,173

その他の包括利益合計 △22,988 △3,518

四半期包括利益 285,638 173,069

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 298,671 173,069

少数株主に係る四半期包括利益 △13,033 －
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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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