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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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 ％

25年3月期第1四半期 3,772 △2.0 83 △47.6 80 △46.8 △38 ―
24年3月期第1四半期 3,850 △0.8 160 △38.1 151 △46.0 64 △61.0

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △244百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 14百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △2.42 ―
24年3月期第1四半期 4.03 ―

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

25年3月期第1四半期 22,473 18,006 80.0 1,118.65
24年3月期 22,795 18,439 80.8 1,146.02
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  17,987百万円 24年3月期  18,420百万円

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  
    24年3月期期末配当金の内訳  創立90周年記念配当 1円00銭、東証一部上場記念配当 1円00銭 
    25年3月期（予想）期末配当金の内訳  創立90周年記念配当 1円00銭 

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

24年3月期 ― 8.00 ― 12.00 20.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 8.00 ― 11.00 19.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 8,233 6.0 330 △24.6 273 △32.2 122 △48.6 7.61
通期 16,677 4.3 949 △4.9 825 △14.2 511 0.1 31.80



(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  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注） 詳細は、添付資料P.3「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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変動する可能性があることをお含みおき下さい。業績予想に関連する事項については、添付資料P.3「連結業績予想に関する定
性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 16,114,089 株 24年3月期 16,114,089 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 34,155 株 24年3月期 40,702 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 16,075,024 株 24年3月期1Q 16,073,603 株
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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 

当第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年６月30日まで)におけるわが国経済は、東日

本大震災の復興需要を背景として、企業活動全般において緩やかに回復しつつあるものの、欧州債務問題

や中国経済の減速感、また根強く残るデフレ圧力など、先行きの不透明感は払拭できない状況で推移いた

しました。 

このような状況のもと、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は、3,772百万円と前年同期

比77百万円(2.0%)の減収となりました。売上高に含まれる海外売上高は、897百万円(対売上高23.8%)と、

前年同期比43百万円(4.6%)の減収となりました。 

利益面は減収や販売費及び一般管理費の増加により、営業利益が83百万円と前年同期比76百万円(47.6%)の

減益となり、経常利益も80百万円と前年同期比70百万円(46.8%)の減益となりました。特別損失に投資有価

証券評価損と固定資産除却損を計上した結果、税金費用を差し引いた 終損益は、四半期純損失38百万円と

前年同期比103百万円の減益となりました。 

    

(デンタル関連事業) 

国内では、前連結会計年度に市場投入した歯科用象牙質接着材「ビューティボンド マルチ」や薬用マウ

スウォッシュ「リステリン」などが売上に寄与しましたが、過当競争による厳しい経営環境の中、前年同

期比減収となりました。また、海外はアメリカや中国で好調に推移したものの、欧州の信用不安や円高に

よる為替の影響などにより、前年同期比減収となりました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、3,342百万円と前年同期比153百万円(4.4%)の減

収となり、営業利益は117百万円と前年同期比87百万円(42.7%)の減益となりました。 

 

(ネイル関連事業) 

 ネイル関連事業は、東日本大震災の影響による消費マインドの冷え込みがほぼ解消したことに加えて、

可視光重合型ジェルネイルシステム「L・E・D GEL Presto」と人気キャラクターのコラボレーションを図

り、新規ユーザーの開拓に注力するなど、自社ブランド商品の拡販活動を積極的に行ったことなどが徐々

に奏功し、市場全体は依然厳しい価格競争に晒されている中で、改善の兆しが見え始めました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、406百万円と前年同期比75百万円(22.8%)の増収

となりました。利益面はのれん償却費の負担などにより営業損失42百万円となったものの、増収効果によ

り前年同期比13百万円の増益となりました。 
 

(その他の事業) 

 当社グループの株式会社昭研におきまして、歯科用研磨材の生産技術を応用し、工業用研磨材を製造販

売しております。当第１四半期連結累計期間の売上高は、24百万円と前年同期比0.8百万円(3.7%)の増収と

なり、営業利益は7百万円と前年同期並みとなりました。 

 

参考：在外子会社財務諸表項目の邦貨への換算レート(期末日レート、人民元は3月末レート) 

          米ドル   １ドル  ＝ 79.31円(前年同期  80.73円) 

          ユーロ   １ユーロ ＝ 98.74円(前年同期 116.84円) 

          英ポンド  １ポンド ＝ 123.12円(前年同期 129.78円) 

    中国人民元 １元   ＝ 13.05円(前年同期 12.68円) 
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(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四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322百万円減少し、22,473百万円とな

りました。 

資産は主に、受取手形及び売掛金や投資有価証券が減少しております。 

負債は、前連結会計年度末に比べ110百万円増加し、4,466百万円となりました。未払費用など流動負債

のその他の増加が主な要因であります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ432百万円減少し、18,006百万円となりました。利益剰余金やその他

有価証券評価差額金の減少が主な要因であります。 

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.8ポイント低下し、80.0%となりました。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

   平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年５月11日決算発表時の期初の業績予想を変更して

おりません。 

 

 

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 

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 

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。 

 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。これによる損益に与える影響は軽微であります。 



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,286 7,231

受取手形及び売掛金 2,526 2,198

有価証券 79 243

商品及び製品 2,210 2,341

仕掛品 605 623

原材料及び貯蔵品 512 574

その他 846 795

貸倒引当金 △99 △72

流動資産合計 13,966 13,935

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,363 6,243

減価償却累計額 △4,019 △3,897

建物及び構築物（純額） 2,344 2,345

その他 6,567 6,575

減価償却累計額 △4,444 △4,448

その他（純額） 2,123 2,126

有形固定資産合計 4,467 4,472

無形固定資産   

のれん 356 334

その他 197 179

無形固定資産合計 553 513

投資その他の資産   

投資有価証券 3,023 2,563

その他 792 996

貸倒引当金 △9 △9

投資その他の資産合計 3,807 3,551

固定資産合計 8,829 8,537

資産合計 22,795 22,473
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 628 630

短期借入金 990 990

未払法人税等 239 52

役員賞与引当金 31 7

その他 1,354 1,676

流動負債合計 3,244 3,357

固定負債   

退職給付引当金 113 115

その他 997 993

固定負債合計 1,111 1,109

負債合計 4,355 4,466

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,474 4,474

資本剰余金 4,576 4,576

利益剰余金 9,774 9,537

自己株式 △55 △46

株主資本合計 18,769 18,542

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 298 137

為替換算調整勘定 △647 △691

その他の包括利益累計額合計 △349 △554

新株予約権 19 19

純資産合計 18,439 18,006

負債純資産合計 22,795 22,473

㈱松風(7979)　平成25年3月期第1四半期決算短信

- 5 -



（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１四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 3,850 3,772

売上原価 1,738 1,685

売上総利益 2,111 2,086

販売費及び一般管理費 1,951 2,002

営業利益 160 83

営業外収益   

受取利息 3 5

受取配当金 29 29

会費収入 26 12

貸倒引当金戻入額 27 27

その他 8 27

営業外収益合計 94 103

営業外費用   

支払利息 2 2

売上割引 36 38

当社主催会費用 31 17

為替差損 13 41

その他 18 7

営業外費用合計 103 107

経常利益 151 80

特別損失   

投資有価証券評価損 － 44

固定資産除却損 － 15

特別損失合計 － 60

税金等調整前四半期純利益 151 20

法人税等 86 59

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

64 △38

四半期純利益又は四半期純損失（△） 64 △38

㈱松風(7979)　平成25年3月期第1四半期決算短信

- 6 -



 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

64 △38

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △46 △161

為替換算調整勘定 △3 △44

その他の包括利益合計 △50 △205

四半期包括利益 14 △244

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 14 △244

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（４）セグメント情報等 

前第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

１. 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 

                                          (単位：百万円) 

報告セグメント 

 デンタル 

関連事業 

ネイル 

関連事業 

その他の 

事業 
計 

調整額 

（注）1 

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注）2 

 売  上  高       

 (1) 外部顧客への売上高 3,496 331 22 3,850 ―  3,850 

 (2) セグメント間の   
内部売上高又は振替高

 ― ― 1 1 △1  ― 

計 3,496 331 23 3,851 △1 3,850 

セグメント利益又は損失(△) 205 △56 7 157 2 160 

（注）１ セグメント間取引消去によるものであります。 

 ２ セグメント利益又は損失（△）は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。 

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日) 

１. 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 

                                                                                 (単位：百万円) 

報告セグメント 

 デンタル 

関連事業 

ネイル 

関連事業 

その他の 

事業 
計 

調整額 

（注）1 

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注）2 

 売  上  高       

 (1) 外部顧客への売上高 3,342 406 23 3,772 ― 3,772 

 (2) セグメント間の   
内部売上高又は振替高

 ― 0 1 1 △1 ― 

計 3,342 406 24 3,773 △1 3,772 

セグメント利益又は損失(△) 117 △42 7 82 1 83 

（注）１ セグメント間取引消去によるものであります。 

 ２ セグメント利益又は損失（△）は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。 

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 




